
第8回
五稜郭不整脈フォーラム

Web Seminar
2022年 11⽉10⽇ (⽊）19:00〜20:10

PROGRAM
講演Ⅰ 19:30 ~ 20:15講演Ⅰ 19:00 ~ 19:30

座 ⻑

演 者

講演Ⅱ 19:30 ~ 20:10

座 ⻑

演 者

中⽥ 智明 先⽣
函館五稜郭病院 病院⻑

野⽥ 崇 先⽣
東北⼤学病院 循環器内科 講師

『ペースメーカの進化と認識される
⼼房性不整脈の重要性（仮）』

廣瀨 尚徳 先⽣
函館五稜郭病院 循環器内科 不整脈科 科⻑

－⽇本医師会⽣涯教育講座－
函館循環器病懇談会

◎当⽇は軽⾷をご⽤意させて頂きます。本講演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（1.0単位）として開催致します。
【カリキュラムコード︓42（胸痛) 52（胸やけ）】

◎ご芳名、医籍登録番号の記載にご協⼒下さいますようお願い致します。
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。

【共 催】 函館市医師会、函館循環器病懇談会
ブリストル・マイヤーズ スクイブ㈱、ファイザー㈱
AN-2022-JP-ELIQUIS-Speaker Meeting-012386

本講演会はインターネットを通じてのオンライン配信となります。
当⽇はこちらのURL、⼆次元コードよりご視聴ください。

☛ https://onl.tw/qMZ1ACe

ミーティング番号︓2518 082 7468 パスワード︓ bms0901
見本

インターネット配信 講演会終了後、Q&Aの時間を設けております

藤⼾ 健史 先⽣
札幌医科⼤学医学部 循環器・腎臓・代謝内分泌内科学講座
助教

見本

『札幌医科⼤学附属病院における
⼼房細動アブレーション』



Webセミナー個人視聴ログイン方法〔PC版〕

以下のURLにアクセスし、「ミーティ

ング情報を入力」の部分にミーティ

ング番号（5から始まる9桁の数字を

入力し、Enterキーをクリックします

。 https://bms‐japan.webex.com

パスワードを入力し、「OK」ボ

タンをクリックします。

名前欄に施設名とお名前、メールア
ドレスを⼊⼒して「参加」ボタンを
クリックして下さい。

1 招待メール

セミナー開始時間になったら、事前に 担

当MRより送付された「視聴用URL」 ま

たは「ミーティング番号とパスワード」を

使用して参加します。

初めて参加する場合、インストール画面
が表⽰されますので、画⾯の⼿順に
従って操作を⾏ってください。

ブラウザに、
WebExの機能を追加

3

App Storeより、「Cisco WebEx

Meetings」と検索して、WebExアプリ

をインストールします。

Webセミナー個人視聴ログイン方法〔iPhone版〕

WebExアプリの
インストール

1 2 Webセミナーに参加

事前に送付された「招待メール」を開

き、開始時間になりましたら、「ここ

から参加してください」のリンクをク

リックしてください。

メールのリンクをクリックすると、自

動的にアプリが起動します。お名前、

メールアドレスを入力し、［OK］をタ

ップします。

3 参加者情報を入力 4 音声接続

セミナーの画面が立ち上がりました

ら、音声接続ボタン（受話器マーク）→

「インターネット通話」の順にタップ

し、音声を接続します。

Playストアより、「Cisco WebEx

Meetings」と検索して、WebExアプ

リをインストールします。

Webセミナー個人視聴ログイン方法〔Androidスマートフォン版〕

WebExアプリの
インストール

1

※WebExアプリをインストールせずにメール

のリンクをクリックすると、Playストアの

アプリインストール画面に遷移します。

2 Webセミナーに参加

事前に送付された「招待メール」を開

き、開始時間になりましたら、「ここ

から参加してください」のリンクをク

リックしてください。

3 参加者情報を入力

メールのリンクをクリックすると、 自

動的にアプリが起動します。お名前、

メールアドレスを入力し、［OK］をタ

ップします。

4 音声接続

セミナーの画面が立ち上がりました

ら、音声接続ボタン（受話器マーク）→

「インターネット通話」の順にタップ

し、音声を接続します。

A

i

「視聴用URL」のリンクを

クリックしてください。

2 セミナーへのアクセス方法と参加者情報の入力

● 視聴用URLを使用して ●ミーティング番号とパスワードを使用して参加する場合

参加する場合

5 音声設定の確認、変更

視聴に使用するスピーカーとマイクを

選択し、ボリュームレベルを調整しま

す。

6 ミーティングに参加

「ミーティングに参加」ボタンをクリッ

クし、セミナーに参加します。

4 音声設定の確認、変更

セミナーに参加すると下記の画面が

表示されます。画面下部の右にある、

「設定」をクリックし、音声接続ダイア

ログを表示させます。IEの場合

※WebExアプリをインストールせずにメール

のリンクをクリックすると、App Storeの

アプリインストール画面に遷移します。
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配信会場 函館国際ホテル 2F 『⻘柳』
函館市⼤⼿町5-10 TEL 0138-23-5151

配信会場に
ご来場頂けます

『札幌医科⼤学附属病院における
⼼房細動アブレーション』



ACCESS

函館国際ホテル
〒040-0064 北海道函館市⼤⼿町5-10
TEL︓0138-23-5151（代表） FAX︓0138-23-0239



WEBセミナー 参加ログイン時のお願い

セミナーへのログイン時に、ご施設名、お名前の⼊⼒をお願い致します。

①⽒名欄に「ご施設名」、「お名前」の⼊⼒をお願い致します。

例）BMS病院 ⽥中太郎
②メールアドレス欄にご⾃⾝のメールアドレスの⼊⼒をお願い致します。
③次へ ボタンを押し、お進みください

④ 「ミーティングに参加する」ボタンを押し、ご参加ください

※以前WEBセミナーに参加した際の⽒名が残っていたときの変更⽅法

①こちらをクリック頂き、「設定」をクリック

②「アカウント」を選択し、「名前」欄をクリック頂くと、変更
できます。


