
 

 
  

心不全治療 Up to Date in 函館 

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 
この度、弊社では、SGLT2 阻害薬における最新の話題を提供することを目的に、 
本会を開催させて頂く運びとなりました。 
ご多忙のこととは存じますが、ご参加賜りますようお願い申し上げます。  謹白 
 

本会は会場集合形式と WEB 配信(ZOOM)の開催予定です。 
                                                      

日時 

 

開催形態 

 

共催: 函館市医師会 函館循環器病懇談会 小野薬品工業株式会社  アストラゼネカ株式会社 

基調講演: 19:00 ~ 19:30 (30 min.) 

お申込み期限：8 月 4 日 （水） 

 

参加ご希望の先生は下記 URL から視聴登録、もしくは弊社担当者まで視聴希望のご連絡をお願いいたします。 

【事前登録用 URL / 二次元バーコード】 
https://ono-
pharma.zoom.us/webinar/register/WN_ERR19X7cQM6G0lt
yZYF_lg 
小野薬品工業株式会社 梅澤 明寛 umezawa＠ono.co.jp 

特別講演: 19:30 ~ 20:30 (60 min.) 
座長：独立行政法人 国立病院機構 函館病院 循環器科 

副院長 臨床研究部長 米澤 一也 先生 
 
 

日時 

2021 年 8 月 5 日（木）  
19:00 ～ 20:30 
 

開催方法 

・開催方法：WEB 配信(Zoom を使用致します) 

・会場：フォーポイントバイシェラトン函館 ３F 「ラベンダー」 
    函館市若松町 14-10 TEL：0138‐22‐0111 

 

「    心不全治療のパラダイムシフト 
 ～ダパグリフロジンをどう生かすか～   」 

 
 

演者：佐賀大学医学部 内科学講座 主任教授 野出 孝一 先生 
 
 

座長：中島内科循環器科メンタルクリニック 院長 中島 滋夫 先生  

「  当院における SGLT2 阻害剤の 
心不全患者に対する使用経験   」 

演者：独立行政法人 国立病院機構 函館病院 循環器科 齋藤 翔太 先生 

本会は函館市医師会の承認を得て、日本医師会生涯教育講座として開催を予定しております。 
当日はご参加頂いた確認と単位、カリキュラムコード付与のため医籍番号、ご施設名、ご芳名のご記帳をお

願い申し上げます。 
ご提供頂きました個人情報は講演会のご出席者の確認のためにのみ使用致します。個人情報は、主催および

業務委託先を除く第三者に開示・提供する事はありません。 
また、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 
カリキュラムコード：73(慢性疾患・複合疾患の管理)(1.5 単位)(予定) 

 

―日本医師会生涯教育講座― 

https://ono-pharma.zoom.us/webinar/register/WN_ERR19X7cQM6G0ltyZYF_lg
https://ono-pharma.zoom.us/webinar/register/WN_ERR19X7cQM6G0ltyZYF_lg
https://ono-pharma.zoom.us/webinar/register/WN_ERR19X7cQM6G0ltyZYF_lg
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講演会タイトル 

 謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

この度、弊社では、SGLT2 阻害薬における最新の話題を提供することを目的に、 

●●●●●●●（講演会タイトル）を開催させて頂く運びとなりました。 

ご多忙のこととは存じますが、ご参加賜りますようお願い申し上げます。 

                                                      謹白 

 

日時 

 

開催形態 

 
 Web 配信(Zoom) 

 会場参加：●●ホテル 

       ●階 ●● 

 

主催: 小野薬品工業株式会社  アストラゼネカ株式会社 

2020 年 XX 月 XX 日（X）  
XX:XX~XX:XX 
 
 

お申込み期限：00月00 日（X） 

 

●本講演会は、Web ツールを利用したオンライン形式で開催いたします。 
●会議参加用 URL 等のアクセス情報や注意事項は、参加登録完了後にご案内いたします。 
●会議案内の転送や開示、会議の録画・録音・撮影等はお控えいただきますようお願い申し上げます。 
●本会は医療従事者向けの内容となりますため、ご視聴環境についてご配慮くださいますようお願い申し上げます。 

参加ご希望の先生は「ご施設名・氏名」を記載の上、下記アドレスへメールの送付をお願いいたします。 

アストラゼネカ株式会社 ●●●●●●●●● 
XXXXXXXXXXX@astrazeneca.com 
〈Zoom〉お申込み完了後、開催 URL をご連絡いたします。 
 

■ プログラム 
 

XXXXXXXXXX 演題 XXXXXXXXXX 
～ XXXXXXXXXX サブタイトル XXXXXXXXXX ～ 

XX 大学 XX 科 教授 XX XX 先生 

LECTURE SESSION 1: XX:XX ~ XX:XX (XX min.) 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 
 

Q&A SESSION: XX:XX ~ XX:XX (XX min.) 

 
■ 講演要旨 
 

Diabetes Online Symposium 2020 
 明日から活かせる糖尿病治療セミナー 

お申込み期限：00月00 日（X） 

 

講演会タイトル 

心不全治療 Up to Date in 函館 

STEP 

ご参加の 1 ヶ月〜前日まで 

招待メールに記載されている 

アドレス（URL/リンク）に 

パソコン/タブレット/スマホ等

お好みのデバイスでアクセス 

ご参加時には、「お名前、ご施設名」 

ご入力のご協力をよろしくお願い申し上げます。 

事前参加登録完了後、 

当日参加用 URL を送信 
 

WEB 配信でご参加の場合 

会場名：フォーポイントバイシェラトン函館 ３F 「ライラック」 

住 所：函館市若松町 14-10 TEL：0138‐22‐0111 

※当日はソーシャルディスタンスを考慮し、15 名～20 名でのお席となります。 

参加者 A 参加者 E 

参加者 D 

参加者 C 

参加者 B 

●事前登録されたメールアドレス宛に、当日参加用 URL が届きます。 
●当日参加用の URL をクリックすると視聴ページへアクセスできます。 
●ブラウザが立ち上がり Zoom クライアントのインストールが促されます

が、「Zoom ミーティングに参加する」または「ブラウザから参加」を選択

いただければ、インストールせずにご視聴可能です。 

●事前に 『Zoom』 アプリのインストールを行ってください。 
●事前登録されたメールアドレス宛に届く、当日参加用 URL より視聴ペ

ージへアクセスできます。 
※サインイン・サインアップは必須ではありません 

重要 
講演会当日までにテスト環境での接続テストを

実施いただくことをお薦めしております。 
下記 URL、もしくは二次元コードよりテスト環境

へアクセスください。 
 

テスト環境 URL 
http://zoom.us/test 

※ページが開きましたら「参加」ボタンよりテスト環境へご参加いただけます。 

本講演会をご視聴いただくには、以下の環境が必要です。 
●パソコンまたはモバイル機器 

10／8・8.1／7  
Vista（SP1 以降）／XP（SP3 以降） 

OS10.7 以降を搭載の Mac OS X 

iOS7.0 以降／iPadOS13 以降 
Android 4.0x 以降 

IE7+／Firefox／Chrome／Safari5+ 

●通信環境 
推奨される帯域幅：≧600kbps  
※Zoom で使用される帯域幅は、自動的に 3G、WiFi、または有線環境

に応じて最適化されます。 

●当日の設備トラブルや、ご利用のプロバイダ・パソコンにおける  

トラブルや制限等、不測の事態によりご覧いただけない場合が  

ございます。その際はご容赦くださいますようお願いいたします。 

Windows 

Mac 

モバイル機器 

ブラウザ 

会場でご参加の場合 

座長/演者 

ご参加当日 

※iPhone/iPad は Apple Inc.の商標です。Android は Google Inc.の商標です。 

共催: 函館市医師会 函館循環器病懇談会 小野薬品工業株式会社  アストラゼネカ株式会社 


