Web
Seminar

パーキンソン病の痛みを考える会
2022年

日時

講演 ①

81

月

19:00~20:30
ZOOM

19:00〜19:40

座長

京都大学医学部附属病院

脳神経内科

助教

中西 悦郎 先生

「痛みのトータルマネジメント

～基礎から臨床まで～」

京都大学医学部附属病院

講演 ②
座長

麻酔科

助教

廣津 聡子 先生

19:40〜20:30

京都府立医科大学

脳神経内科学

分子脳病態解析学講座

助教

森井 芙貴子 先生

「患者満足度向上を目指した
パーキンソン病診療

～非運動症状としての疼痛を考える～」

公益財団法人田附興風会 医学研究所北野病院

脳神経内科

副部長

樽野 陽亮 先生

ご参加をご希望の先生はお手数をおかけ致しますが、下記メールアドレスにご連絡頂くか
右記二次元バーコードを読み取って、ご登録ください。
ご連絡頂いた先生にのみご視聴用URLを送付致します。
連絡先：hayashi.koichiro.bb@daiichisankyo.co.jp
担当者：第一三共株式会社 林 高一郎
受付締め切り：セミナー前
ご施設名・職種・ご氏名を明記の上、ご連絡頂きます様宜しくお願い申し上げます。
当日は、ご施設名、ご芳名の記帳をお願い申し上げます。なお、ご記帳いただいたご施設名、ご芳名は医薬品および医学薬学に関する情報提供の
ために利用させていただくことがございます。ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

主催：

Web講演会ご視聴方法
（仮）
ZOOM Webinarによるご視聴は、事務局よりご案内差し上げた先生のみとなっております。
なお、本講演会は医療用医薬品に関する情報を取り扱いますので、医療関係者以外の方がいらっしゃる
公共の場所などからのアクセスはお控えください。 また、録音、録画、撮影等はお控えください。

PC

ZOOM Webinarによる

推奨ご視聴環境

モバイル、タブレット

Windows、MacOS サポートブラウザ
Google Chrome

インターネット環境の良い場所
での接続をお願いします

ZOOMアプリのインストールが
必要です。

その他環境についてはZOOM公式サイトでご確認下さい。

モバイル・タブレット

PCからアクセス頂く場合

からアクセス頂く場合

＊ブラウザは「Google Chrome」をお使いください

1

ご視聴前に事務局から送付された参加用URL
をクリックしてください。

2

ブラウザが起動しましたら「ミーティングを起動」をクリック
し、その後に表示される「ブラウザから起動してくださ
い」をクリックして下さい。

1

アプリダウンロード手順
1 ZOOMアプリを入手するため、
iPhoneではApp Store、
Androidの場合はPlayストアを開きます。
2 「ZOOM」と検索し、 「ZOOM Cloud Meetings」をイン
ストールしてください。ホーム画面にZOOMアプリが配置されれ
ば完了です。

アプリダウンロード以降の手順 (iOS版の画面）

2

1 事務局から送付された参加用URLをタップしてください。

デスクトップアプリをお持ちの方はそちらからもご参加頂けます

3

ご施設名とお名前、CAPTHCAコードを入力し、「参
加」をクリックしてください。その後、メールに記載されてい
るパスコードと、ご自身のメールアドレスを入力し、「参
加」をクリックしてください。

3

4

2 ご施設名とお名前、ご自身の

メールアドレスを入力し、「OK」
をタップしてください。

2

3 セミナー開始後、試聴が出来ますので、画面を横にして
ご視聴ください。

4

画面下部のメニューバーにあるQ&Aよりご質問を入力
することができます。 視聴が終わりましたら画面右下の
「退出」をクリックしてください。

4 画面をタップするとメニューバーが表示されます。メニュー

バーよりご質問を入力することができます。 視聴が終わり
ましたら画面右上の「退出」をクリックしてください。

3

5

8月10日（水）18:30ｰ19:30

日時 2022年
【Session1】

18:30～19:00

【座長】 京都大学医学部附属病院 初期診療・救急科 講師

趙 晃済

先生

『 心肺停止患者の予後改善!? 』

【Session2】
【座長】

水 大介

先生

田村 俊寛

先生

大阪赤十字病院 救命救急センター長

【演者】

19:00～19:30

天理よろづ相談所病院 循環器内科 部長

『実例から学ぶ：
心筋梗塞の一歩進んだ救急外来での心電図診断』
【演者】

京都大学医学部附属病院 循環器内科 助教

塩見 紘樹

先生

Web形式にて開催致します。
ご参加頂ける先生は下記メールアドレスまでご連絡をお願いします。
（二次元バーコード読み取りでメール作成画面を表示する事ができます）
後日ご参加用のURLを送付させて頂きます。お手数をお掛けしますが宜しくお願いします。

連絡先：yasuda.shouhei.cj@daiichisankyo.co.jp
担当者：第一三共株式会社 安田昇平
受付締め切り：8月10日（水）AM
※ご施設名・ご氏名・職種を明記の上、ご連絡頂きます様宜しくお願い申し上げます。

当日は、ご施設名、ご芳名の記帳をお願い申し上げます。なお、ご記帳いただいたご施設名、ご芳名は医薬品および医学薬学
に関する情報提供のために利用させていただくことがございます。ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

Web講演会ご視聴方法
●Web講演会はインターネットを介して講演が配信されますので、インターネットが使用できるPC、
タブレットまたはスマートフォンをご用意ください。
●モバイルルーターやスマートフォンでの視聴は電波状況や回線速度などの影響を受け、動画や音声が
途切れる可能性がありますことを、予めご了承ください。
●PC環境により、機能が制限される可能性がある為、原則Zoomアプリでのご参加をお願い申し上げます。

視聴登録

担当MRにメールアドレスをお知らせください。担当MRが視聴登録を行います。
登録完了後、視聴用URLをご指定のメールアドレスにお送りします。
※ご提供いただきました情報につきましては、弊社製品の情報提供活動以外の目的で使用いたしません。

ZOOMアプリからの参加方法
① 以下のご案内をご参考いただき、ZOOMアプリをインストールしてください。
https://ds-medical.webcdn.stream.ne.jp/zoomhowto/howto.pdf
② パソコンでのご利用の場合、ご案内メールに記載のURLをクリックいただくとブラウザが
立ち上がり、「Zoom Meetingを開きますか？」というメッセージが表示されますので、
「Zoom Meetingを開く」をクリックします。
※スマートフォンの場合は、アプリ選択を促すメッセージが表示されますのでZOOMを
お選びください。
③ 続けてアプリが立ち上がり、右下図のような入力画面が開きますのでご自身のメールアドレス
とご施設名、ご氏名（※フルネームの記載をお願い致します）をご入力ください。
「Web セミナーに参加」をクリックいただくとセミナーに参加いただけます。

※セミナー開始のお時間までは、待機画面が表示されます。
開始時間になりますと、セミナー画面が表示され参加いただけます。

ブラウザからの参加方法

※PCのみ

① ご案内メールに記載のURLをクリックいただくとブラウザが立ち上がり、
「Zoom Meetingを開きますか？」というメッセージが表示されますので、「キャンセル」
をクリックします。
② ページ右下の「ブラウザから起動してください」をクリックします。
③ 参加情報の入力画面が開きますので、ご施設名、ご氏名（※フルネームの記載をお願い致します）を
ご入力いただき「私はロボットでは～」にチェックを入れ、「参加」をクリックいただくとセミナーに
参加いただけます。

※セミナー開始のお時間までは、待機画面が表示されます。
開始時間になりますと、セミナー画面が表示され参加いただけます。

Web
Seminar

手外科疾患を考える会
8月23日（火）19:00〜20:20

日時

2022年

開催

ZOOM
総合座長

京都大学医学部附属病院

整形外科/リハビリテーション科
准教授

特 別 講 演

池口 良輔 先生

19:00~19:40

「神経性腫瘍の手術治療と疼痛管理」
京都大学医学部附属病院

基 調 講 演

整形外科

助教

野口 貴志 先生

19:40~20:20

「小児橈骨遠位端骨折」
兵庫県立尼崎総合医療センター

整形外科

坂﨑 太紀 先生

整形外科

藤田 一晃 先生

「指尖部切断・皮膚欠損の治療」
大津赤十字病院

「デュピュイトラン拘縮に関する最近の知見」
京都大学大学院医学研究科

整形外科学

吉元 孝一 先生

Web形式にて開催致します

ご参加をご希望の先生はお手数をおかけ致しますが、下記メールアドレスにご連絡頂くか
右記二次元コードを読み取って、ご登録ください。
ご連絡頂いた先生にのみご視聴用URLを送付致します。
連絡先：hayashi.koichiro.bb@daiichisankyo.co.jp
担当者：第一三共株式会社 林 高一郎
受付締め切り：セミナー前
ご施設名・職種・ご氏名を明記の上、ご連絡頂きます様宜しくお願い申し上げます。
当日は、ご施設名、ご芳名の記帳をお願い申し上げます。なお、ご記帳いただいたご施設名、ご芳名は医薬品および医学薬学に関する情報提供の
ために利用させていただくことがございます。ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

主催

Web講演会ご視聴方法
ZOOM Webinarによるご視聴は、事務局よりご案内差し上げた先生のみとなっております。
なお、本講演会は医療用医薬品に関する情報を取り扱いますので、医療関係者以外の方がいらっしゃる
公共の場所などからのアクセスはお控えください。 また、録音、録画、撮影等はお控えください。

PC

ZOOM Webinarによる

推奨ご視聴環境

モバイル、タブレット

Windows、MacOS サポートブラウザ
Google Chrome

インターネット環境の良い場所
での接続をお願いします

ZOOMアプリのインストールが
必要です。

その他環境についてはZOOM公式サイトでご確認下さい。

モバイル・タブレット

PCからアクセス頂く場合

からアクセス頂く場合

＊ブラウザは「Google Chrome」をお使いください

1

ご視聴前に事務局から送付された参加用URL
をクリックしてください。

2

ブラウザが起動しましたら「ミーティングを起動」をクリック
し、その後に表示される「ブラウザから起動してくださ
い」をクリックして下さい。

1

アプリダウンロード手順
1 ZOOMアプリを入手するため、
iPhoneではApp Store、
Androidの場合はPlayストアを開きます。
2 「ZOOM」と検索し、 「ZOOM Cloud Meetings」をイン
ストールしてください。ホーム画面にZOOMアプリが配置されれ
ば完了です。

アプリダウンロード以降の手順 (iOS版の画面）

2

1 事務局から送付された参加用URLをタップしてください。

デスクトップアプリをお持ちの方はそちらからもご参加頂けます

3

ご施設名とお名前、CAPTHCAコードを入力し、「参
加」をクリックしてください。その後、メールに記載されてい
るパスコードと、ご自身のメールアドレスを入力し、「参
加」をクリックしてください。

3

4

2 ご施設名とお名前、ご自身の

メールアドレスを入力し、「OK」
をタップしてください。

2

3 セミナー開始後、試聴が出来ますので、画面を横にして
ご視聴ください。

4

画面下部のメニューバーにあるQ&Aよりご質問を入力
することができます。 視聴が終わりましたら画面右下の
「退出」をクリックしてください。

4 画面をタップするとメニューバーが表示されます。メニュー

バーよりご質問を入力することができます。 視聴が終わり
ましたら画面右上の「退出」をクリックしてください。

3

5

