
東名古屋・瀬戸旭
地域で取り組む睡眠薬適正使用

WEBセミナー

講演１（19:40～20:00）

共催：愛知医科大学医師会／東名古屋医師会／瀬戸旭医師会／エーザイ株式会社
後援：愛知医科大学病院地域医療連携室

WEB開催：愛知県内よりZoom配信 ※ご参加方法は裏面をご参照ください。

日時：2023年1月25日(水) 19:30～20:50

開会のご挨拶：永井内科クリニック 院長 永井 修一郎 先生

愛知医科大学病院 精神科認定看護師
佐藤 輔 先生

日常の睡眠薬使用が及ぼす
入院時の患者様への影響について

閉会のご挨拶：野田内科小児科医院 院長 野田 正治 先生

講演２（20:00～20:40）

愛知医科大学病院 睡眠科 教授
篠邉 龍二郎 先生

当院の転倒転落ワーキンググループの取り組み
～睡眠薬適正使用推進も含めて～

座長：愛知医科大学病院 病院長 神経内科 教授
道勇 学 先生

※日本医師会生涯教育カリキュラムコード 【CC20不眠 0.5単位】



事前登録完了後、メールにて、参加用URLを配信させていただきます。

Zooｍをお持ちでない場合は、「ブラウザが何も
起こらなければ Zoomをダウンロードして実
行してください」を選択します。インストールを
実行してアプリを起動してください。

「Zoom Meetingsを開く」ボタンをクリックし
てご参加ができます。

既にZoomアプリをお持ちの場合

URLの部分をクリックください。

Zoomアプリをお持ちでない場合

2

3 4

右の２次元コードからアクセスして事前登録を行ってください。
◎開催時間前まで登録は可能ですが、開催当日のスムーズな視聴のため
事前のご登録にご協力をお願い申し上げます。

1

≪Zoomをインストールが出来ない環境の場合
≫
「ブラウザから起動してください」を選択すると
お使いのブラウザでご参加が可能となりますが、
安定したご参加、視聴のためにはインストールを
行ってからの使用を推奨しております。

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_jVO3IgIqRtuvuTy9f_w8PA

２次元コードから
アクセスできます

視聴方法のご案内

推奨ブラウザ（最新版に更新をお願いします）
• Internet Explorer 10以上
• Microsoft Edge 38.14393.0.0以上
• Google Chrome 53.0.2785以上
• Safari 10.0.602.1.50以上
• Firefox 49.0以降

▶本講演会は､ご参加登録をいただいた医療関係者の皆さまに限り､ご視聴いただくことが可能です。
▶本講演会で投影される情報(文字､写真､図､イラストなど)の二次利用はお控えください。
▶ご入力いただきました個人情報は、本講演会に関するご連絡に使用させていただきます。個人情報
はエーザイ株式会社の個人情報保護方針（https://www.eisai.co.jp/privacy/）に基づき安
全かつ適切に管理いたします。

【講演会に関するお問い合わせ】 ｴｰｻﾞｲ(株) 片岡
電話 ：080-5987-5909
メール：m4-kataoka@hhc.eisai.co.jp

ＩＤ:893 5075 8741 
PASS: Suimin0125

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_jVO3IgIqRtuvuTy9f_w8PA


日時：2023年 月 日（金） ～
視聴方法： オンライン配信（Microsoft teams）

『 地域で診る生活習慣病
~糖尿病合併高血圧の治療戦略~ 』

座長 愛知医科大学病院 循環器内科 教授 天野 哲也先生

開会の辞

【申し込み方法】①、②いづれかの方法でお申し込みください。
①二次元コードを読み込み、申し込みフォームへご記載ください
②下記URLから、申し込みフォームへご記載ください
登録用URL：https://forms.office.com/r/teXprQJUzr

当日は、ご参加いただいた確認の為、WEB入室時に施設名、氏名のご入力をお願い申し上げます。
ウェブサイトの改善やMRからの情報提供の参考としてアクセスログ情報を活用させていただくことがあります。
また事前の許諾なく、大塚製薬株式会社の業務委託先を除く第三者に提供することはありません。個人情報は、弊社の個人情報保護方針に基づき安全かつ適切に管理致します。
この講演会への参加には事前登録が必要です。参加用URLは転送をご遠慮願います。講演会の録画/録音はご遠慮願います。
【問い合わせ先】大塚製薬株式会社 名古屋支店医薬 下野 賢司

〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-23-20 HF桜通ビルディング3F ℡ 052-961-8177 

－地域で降圧目標を目指す－

愛知医科大学病院 病院長/神経内科 教授道勇 学先生

特別講演（19:05~19:35）

演者 愛知医科大学病院 糖尿病内科 教授 神谷 英紀先生

閉会の辞

愛知医科大学病院 病院長/神経内科 教授道勇 学先生

後援：愛知医科大学病院 地域医療連携室

https://forms.office.com/r/teXprQJUzr


【参加申し込み方法】

①二次元コードよりWeb上で必要事項を入力

②下記FAX番号に必要事項を記載し送信

2023年1月27日（金） 高血圧診療Web Seminar in 東名古屋



第 21回ロコモティブ-メタボリック症候群研究会 

開催のご案内 

 

謹啓  先生方におかれましては、益々御清祥のこととお喜び申し上げます。 

   さて、この度、第 21 回ロコモティブ-メタボリック症候群研究会を下記の要領にて開催させて頂きます。 

 ご多忙中とは存じますが、奮ってご参加賜りますようお願い申し上げます。 

                                                            謹白 

 

今回の研究会は、新型コロナウイルス感染症拡大状況を鑑み、現地開催およびWebライブ配信のハイブ

リッド方式とさせていただきます。（オンデマンド配信はございません。） 

 

【日  時】 2023年 2月 2日（木）18：30～20：30 

【会  場】 ホテルメルパルク名古屋 （ハイブリッド方式：現地開催＋Web ライブ配信） 

【定  員】 現地参加：20名  Web参加：定員無し 

      ※現地参加、Web参加ともに事前申し込みが必要です。 

（お申込みの詳細は裏面をご確認ください。） 

【参加費】 500円 

 

＜スケジュール＞ 

【講演①】   18:30～19:30 

座  長   愛知医科大学 循環器内科 教授  天野 哲也 先生 

演  題   『糖尿病性神経障害性疼痛のメカニズムとのその治療』 

演  者   愛知医科大学医学部 先進糖尿病治療学寄附講座 教授  中村 二郎 先生 

 

【講演②】   19:30～20:30 

座  長   愛知医科大学 疼痛医学講座 教授 牛田 享宏 先生                                 

演  題   『ロコモティブシンドロームの原因としての骨粗鬆症』 

演  者   東京大学大学院医学系研究科 整形外科学 教授  田中 栄 先生 

 

＊日本医師会生涯教育単位 申請中                                    

＊健康運動指導士及び健康運動実践指導者の登録更新に必要な履修単位 申請中 

 

共催：ロコモティブ-メタボリック症候群研究会 / 第一三共株式会社 

後援：愛知医科大学病院地域医療連携室 / 愛知医科大学運動療育センター 

  



＜お申し込み方法＞ 

【来場参加の場合】 

➢ 下記 URL または QR コード（ Peatix チケットサイト）よりチケットのお申し込みを頂きますようお願

いいたします。参加費として 500 円を申し受けします。 

➢ 当日、会場受付にてお名前・ご所属をお伝えください。 

➢ 日本医師会生涯教育単位、健康運動指導士更新履修単位の取得が可能です。 

 

【Web参加の場合】 

➢ 下記 URL または QR コード（Peatix チケットサイト）よりチケットのお申し込みを頂きますようお願い

いたします。参加費として 500 円を申し受けします。 

➢ チケット申し込み後、「Peatix」よりメールが送付されます。「イベント視聴ページに移動」をクリックし、

「イベントに参加」にアクセスすると、 Zoom事前登録画面に移動することができます。 

➢ Zoomに事前登録頂くことで、視聴用 URL をメールで受け取ることができます。 

➢ 日本医師会生涯教育単位、健康運動指導士更新履修単位は取得できません。 

 

お申し込み URL ・現地参加： https://loco-meta-21-1.peatix.com 

                 ・Web参加： https://loco-meta-21-2.peatix.com 

 

＜現地参加（定員 20名）＞        ＜Web参加（定員無し）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本研究会は、新型コロナウイルス感染症対策を徹底の上で実施いたします。 

また、感染拡大状況により開催方式を変更させていただく場合がございます。 

 

 

 

※申込締切：2月 1日（水）24:00 

 (コンビニ/ATM でのお支払いは、 

  1月 31日（火）に締め切られます。) 

※申込締切：2月 2日（木）19:30 

 (コンビニ/ATM でのお支払いは、 

  2月 1日（水）に締め切られます。) 


