
参加申込はこちら

主催：大日本住友製薬株式会社

演者

Sumitomo
Dainippon
Pharma

東北限定 LIVE配信講演会

2021年3月１３日（土）15:00～1６:30

さくら内科・糖尿病クリニック
院長 粟﨑 博 先生

「糖尿病治療におけるエッセンシャルドラッグ」

演者

総合
司会

医療法人 芙蓉会 村上病院 糖尿病内科
増田 光男 先生

日時

さくら内科・糖尿病クリニック 瀬川沙弥香先生

講演Ⅰ：15:00～15:30（30分）

講演Ⅱ：15:30～16:30（60分）

「クリニックでの療養指導における
カードシステムの導入」

※本講演会は宮城県糖尿病療養指導士認定更新のための
研修単位1単位(認定番号:C-2020-011-MIYAGI)を取得しております。

本講演会は東北の医療従事者を対象としたLIVE配信
講演会です。ご視聴を希望される方は、弊社MRまでご
連絡頂くか、二次元コード・FAXにてお申込み下さい。
追ってご視聴方法をメールにてご案内申し上げます。

お申込みの詳細は裏面をご覧ください。



【本講演会に関するお問い合わせ先】
大日本住友製薬株式会社 東北支店 小林鉄平
TEL：080-6104-9199
Email：teppei-kobayashi@ds-pharma.co.jp

※お預かりした個人情報は本講演会以外の目的には使用致しません。

申込FAX番号 022-216-4961

お名前
CDE-MIYAGI資格をお持ちの方
職種 認定番号

ご施設 メールアドレス

参 加 申 込 は こ ち ら

東北限定 LIVE配信講演会
参加申込書

参加のお申込みは 3月12日(金)18時
までに二次元コードより申込み頂くか
必要事項をご記入の上、FAXでご連絡
ください。



参加申込はこちら

主催：大日本住友製薬株式会社
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Dainippon
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東北限定 LIVE配信講演会

2021年3月１３日（土）15:00～1６:30

さくら内科・糖尿病クリニック
院長 粟﨑 博 先生

「糖尿病治療におけるエッセンシャルドラッグ」

日時

演者

総合
司会

医療法人 芙蓉会 村上病院 糖尿病内科
増田 光男 先生

日時

会場
TKPガーデンシティPREMIUM仙台西口6階６C

（先着30名）

さくら内科・糖尿病クリニック 瀬川沙弥香先生

講演Ⅰ：15:00～15:30（30分）

講演Ⅱ：15:30～16:30（60分）

「クリニックでの療養指導における
カードシステムの導入」

※本講演会は宮城県糖尿病療養指導士認定更新のための
研修単位1単位(認定番号:C-2020-011-MIYAGI)を取得しております。

本講演会は東北の医療従事者を対象としたLIVE配信
講演会です。ご視聴を希望される方は、弊社MRまでご
連絡頂くか、二次元コード・FAXにてお申込み下さい。
追ってご視聴方法をメールにてご案内申し上げます。

お申込みの詳細は裏面をご覧ください。



【仙台会場のご案内（先着30名）】
TKPガーデンシティPREMIUM仙台西口 6階６C

宮城県仙台市青葉区花京院1-2-15 ソララプラザ内

【本講演会に関するお問い合わせ先】
大日本住友製薬株式会社 東北支店 小林鉄平
TEL：080-6104-9199 Email：teppei-kobayashi@ds-pharma.co.jp

※お預かりした個人情報は本講演会以外の目的には使用致しません。

参加のお申込みは 3月12日(金)18時 までに二次元コードよ
り申込み頂くか必要事項をご記入の上FAXでご連絡ください。

申込FAX番号 022-216-4961

ご参加の方法をお選びください
□個人視聴 □TKPガーデンシティPREMIUM仙台西口

【新型コロナウイルス感染対策につきまして】
• ご来場の際はマスク着用、アルコール消毒、検温のご協力をお願い致します。
• 当日37.5度以上の発熱等の症状がある場合、ご参加をご遠慮頂くことがございます。

※個人WEB視聴を希望される場合も、いずれかの方法にてお申込みをお願い致します。
後日、視聴方法の詳細をメールにてご案内致します。

お名前
CDE-MIYAGI資格をお持ちの方
職種 認定番号

ご施設 メールアドレス

参 加 申 込 は こ ち ら
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演者

総合
司会

医療法人 芙蓉会 村上病院 糖尿病内科
増田 光男 先生

日時

会場
石巻市かわまち交流センターかわべい１F

市民交流センター（先着15名）

さくら内科・糖尿病クリニック 瀬川沙弥香先生

講演Ⅰ：15:00～15:30（30分）

講演Ⅱ：15:30～16:30（60分）

「クリニックでの療養指導における
カードシステムの導入」

参加申込はこちら

主催：大日本住友製薬株式会社

Sumitomo
Dainippon
Pharma

東北限定 LIVE配信講演会
※本講演会は宮城県糖尿病療養指導士認定更新のための

研修単位1単位(認定番号:C-2020-011-MIYAGI)を取得しております。

本講演会は東北の医療従事者を対象としたLIVE配信
講演会です。ご視聴を希望される方は、弊社MRまでご
連絡頂くか、二次元コード・FAXにてお申込み下さい。
追ってご視聴方法をメールにてご案内申し上げます。

お申込みの詳細は裏面をご覧ください。



【石巻会場のご案内（先着15名）】
石巻市かわまち交流センターかわべい １F 市民交流センター

石巻市中央二丁目11番1

【本講演会に関するお問い合わせ先】
大日本住友製薬株式会社 東北支店 小林鉄平
TEL：080-6104-9199 Email：teppei-kobayashi@ds-pharma.co.jp

※お預かりした個人情報は本講演会以外の目的には使用致しません。

参加のお申込みは 3月12日(金)18時 までに二次元コードよ
り申込み頂くか必要事項をご記入の上FAXでご連絡ください。

申込FAX番号 022-216-4961

ご参加の方法をお選びください
□個人視聴 □石巻市かわまち交流センターかわべい

【新型コロナウイルス感染対策につきまして】
• ご来場の際はマスク着用、アルコール消毒、検温のご協力をお願い致します。
• 当日37.5度以上の発熱等の症状がある場合、ご参加をご遠慮頂くことがございます。

※個人WEB視聴を希望される場合も、いずれかの方法にてお申込みをお願い致します。
後日、視聴方法の詳細をメールにてご案内致します。
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日時

演者

総合
司会

医療法人 芙蓉会 村上病院 糖尿病内科
増田 光男 先生

日時

会場 えずこホール 練習室1 （先着15名）

さくら内科・糖尿病クリニック 瀬川沙弥香先生

講演Ⅰ：15:00～15:30（30分）

講演Ⅱ：15:30～16:30（60分）

「クリニックでの療養指導における
カードシステムの導入」
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※本講演会は宮城県糖尿病療養指導士認定更新のための

研修単位1単位(認定番号:C-2020-011-MIYAGI)を取得しております。

本講演会は東北の医療従事者を対象としたLIVE配信
講演会です。ご視聴を希望される方は、弊社MRまでご
連絡頂くか、二次元コード・FAXにてお申込み下さい。
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お申込みの詳細は裏面をご覧ください。



【仙南会場のご案内（先着15名）】
えずこホール 練習室1

柴田郡大河原町字小島1-1

【本講演会に関するお問い合わせ先】
大日本住友製薬株式会社 東北支店 小林鉄平
TEL：080-6104-9199 Email：teppei-kobayashi@ds-pharma.co.jp

※お預かりした個人情報は本講演会以外の目的には使用致しません。

参加のお申込みは 3月12日(金)18時 までに二次元コードよ
り申込み頂くか必要事項をご記入の上FAXでご連絡ください。

申込FAX番号 022-216-4961

ご参加の方法をお選びください
□個人視聴 □えずこホール

【新型コロナウイルス感染対策につきまして】
• ご来場の際はマスク着用、アルコール消毒、検温のご協力をお願い致します。
• 当日37.5度以上の発熱等の症状がある場合、ご参加をご遠慮頂くことがございます。

※個人WEB視聴を希望される場合も、いずれかの方法にてお申込みをお願い致します。
後日、視聴方法の詳細をメールにてご案内致します。

お名前
CDE-MIYAGI資格をお持ちの方
職種 認定番号

ご施設 メールアドレス

参 加 申 込 は こ ち ら



演者

2021年3月１３日（土）15:00～1６:30
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院長 粟﨑 博 先生

「糖尿病治療におけるエッセンシャルドラッグ」

日時

演者

総合
司会

医療法人 芙蓉会 村上病院 糖尿病内科
増田 光男 先生

日時

会場 グランド平成 富士の間（先着15名）

さくら内科・糖尿病クリニック 瀬川沙弥香先生

講演Ⅰ：15:00～15:30（30分）

講演Ⅱ：15:30～16:30（60分）

「クリニックでの療養指導における
カードシステムの導入」
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Sumitomo
Dainippon
Pharma

東北限定 LIVE配信講演会
※本講演会は宮城県糖尿病療養指導士認定更新のための

研修単位1単位(認定番号:C-2020-011-MIYAGI)を取得しております。

本講演会は東北の医療従事者を対象としたLIVE配信
講演会です。ご視聴を希望される方は、弊社MRまでご
連絡頂くか、二次元コード・FAXにてお申込み下さい。
追ってご視聴方法をメールにてご案内申し上げます。

お申込みの詳細は裏面をご覧ください。



【大崎会場のご案内】
グランド平成 富士の間（先着15名）

大崎市古川駅前大通５丁目３−２

【本講演会に関するお問い合わせ先】
大日本住友製薬株式会社 東北支店 小林鉄平
TEL：080-6104-9199 Email：teppei-kobayashi@ds-pharma.co.jp

※お預かりした個人情報は本講演会以外の目的には使用致しません。

参加のお申込みは 3月12日(金)18時 までに二次元コードよ
り申込み頂くか必要事項をご記入の上FAXでご連絡ください。

申込FAX番号 022-216-4961

ご参加の方法をお選びください
□個人視聴 □グランド平成

【新型コロナウイルス感染対策につきまして】
• ご来場の際はマスク着用、アルコール消毒、検温のご協力をお願い致します。
• 当日37.5度以上の発熱等の症状がある場合、ご参加をご遠慮頂くことがございます。

※個人WEB視聴を希望される場合も、いずれかの方法にてお申込みをお願い致します。
後日、視聴方法の詳細をメールにてご案内致します。

お名前
CDE-MIYAGI資格をお持ちの方
職種 認定番号

ご施設 メールアドレス

参 加 申 込 は こ ち ら


