
謹啓
時下、先生方におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
この度、下記要領にて熊本PTHセミナーを開催させて頂きます。
ご多用とは存じますが、ご出席賜りますようお願い申し上げます。

謹白
【日時】 2021年 １月 １５日（金）18:50 ～
【開催形式】 オンラインシステム《 ZOOM ミーティング 》
【視聴会場】 ホテルメルパルク熊本 3F 「中岳」

住所：熊本市中央区水道町１４－１ TEL：０９６－３５５－６３１１

１８：５０ ～１９：００ ❈情報提供❈ 「テリパラチド酢酸塩」 旭化成ファーマ株式会社

【特別講演】１９：１５～２０：１５

座長： 熊本大学大学院生命科学研究部 整形外科学

教授 宮本 健史 先生

『 何から始める？いつまで続ける？骨粗鬆症治療
-長期治療でも安全で効果的な逐次療法のロジックとエビデンス-』

演者： 東京慈恵会医科大学 整形外科学講座

主任教授 斎藤 充 先生

* 日整会専門医資格継続単位 運動器リハビリテーション単位 《Re》
*             同上 必須分野①≪整形外科基礎科学≫
• 同上 必須分野④≪代謝性疾患(骨粗鬆症を含む)≫
*日本骨粗鬆症学会 骨粗鬆症認定医 5単位 骨粗鬆症マネージャー教育研修単位 3単位

１９：００ ～１９：１５ ❈一般演題❈

座長： 熊本再春医療センター 整形外科 医長 堀川朝広 先生

「 阿蘇地域における骨粗鬆症の現状 」

阿蘇医療センター 整形外科 坂本 圭 先生

熊本PTHセミナー

共催 熊本PTHセミナー ／ 旭化成ファーマ株式会社

参加方法は別紙を確認下さい



◇ 会場にご来場の方へ ◇

ご希望の方は下記連絡先もしくは弊社担当MRまでお問合せ下さい。

【お問合せ先】 旭化成ファーマ株式会社熊本営業所
TEL：096-383-8311（担当：村上）
E-mail：murakami.tcm@om.asahi-kasei.co.jp

タクシーチケット交通手配等ご希望の方

＊ 当日会場にお越しの先生方へはお弁当をご用意しております

※事前登録不要・直接会場にお越し下さい

３F 中岳



右記二次元コード もしくは下記URLにアクセスして下さい。
事前登録は、スマートフォン、タブレットからも可能です。

オンライン参加の場合は事前登録が必要です。
視聴する前に下記に従い登録をお願い致します。

①質問項目に入力頂き、ご登録下さい。
メールアドレスは、ご視聴に使うPCの
アドレスをご入力下さい。
登録後、入力頂いたメールアドレスに登録
完了メールが届きます。

③ ミーティングパスコード入力画面（左図）に
なるので、登録完了メールに記載のパスコード
を入力し、「ミーティングに参加する」をクリック
すると ZOOMが起動します。

https://asahi-kasei.zoom.us/meeting/register/tJckf--tqz4qGdBCFTygrLhMlC7_q1aETDyV

事前登録および当日の視聴方法

◇ 熊本PTHセミナー オンライン参加方法 PC版 ◇

②講演会当日はメール本文の 「ここをクリックして参加」 よりアクセスして下さい。

ZOOM起動後、単位取得者は「ビデオ付きで参加」
をクリック。
続いて 「コンピューターでオーディオに参加」を ク
リックし、承認されるまでお待ち下さい。

https://asahi-kasei.zoom.us/meeting/register/tJckf--tqz4qGdBCFTygrLhMlC7_q1aETDyV


右記二次元コード もしくは下記URLにアクセスして下さい。

オンライン参加の場合は事前登録が必要です。
視聴する前に下記に従い登録をお願い致します。

※スマートフォンやタブレット端末で視聴する際は
事前にZOOMアプリのダウンロード（無料）をお願い致します。

①質問項目に入力頂き、ご登録下さい。（左図）
メールアドレスは、ご視聴に使うデバイスのアドレスをご入力下さい。

④ミーティングパスコード入力画面（左図）に
なるので登録完了メールに記載のパスコード
を入力。続いて「ミーティングに参加」を
クリックして下さい。

「ビデオ付きで参加」をクリック。続いて、
「インターネットを使用した通話」をクリック。
承認されるまでお待ち下さい。

事前登録および当日の視聴方法

②登録後、入力頂いた
メールアドレスに登録完了
メール（右図）が届きます。

◇ 熊本PTHセミナー オンライン参加方法 スマホ・タブレット版 ◇

③セミナー当日はメール本文の 「ここをクリックして参加」 よりアクセスして下さい。
アクセスすると左下図のような画面が立ち上がるので、画面下部に表示されている

「launch meeting」 をクリックし、ZOOMを起動して下さい。

https://asahi-kasei.zoom.us/meeting/register/tJckf--tqz4qGdBCFTygrLhMlC7_q1aETDyV

https://asahi-kasei.zoom.us/meeting/register/tJckf--tqz4qGdBCFTygrLhMlC7_q1aETDyV


【振込口座】
肥後銀行 本店営業部
普通 口座番号 2579806

熊本PTHセミナー
代表 宮本 健史

◇ 単位取得・受講料お支払いに関して ◇

《日本整形外科学会教育研修単位》 1,000円

運動器リハビリテーション単位 《Re》
必須分野①≪整形外科基礎科学≫ 必須分野④≪代謝性疾患(骨粗鬆症を含む)≫

【取得できる単位・単位数】

単位取得方法

STEP①
事前登録時に取得したい単位をご選
択ください。
※日整会単位・骨粗鬆症認定医・マ
ネージャーの単位取得を希望する方
は会員または認定番号もご入力くだ
さい。

STEP②
取得単位数に応じた金額を
振込口座にご入金ください。
ご入金者の名前は事前登録した名・
姓と同一にしてください。

※振込期限までにご入金が確認で
きない場合、単位の取得は無効とさ
せて頂きます。

受講料入金に関して

下記口座にご入金ください。 入金期限：１月２０日(水) ※期限厳守

【お問合せ先】旭化成ファーマ 熊本営業所
TEL：096-383-8311 担当：村上 達哉
E-mail：murakami.tcm@om.asahi-kasei.co.jp

《日本骨粗鬆症学会》 無料

骨粗鬆症認定医 5単位 骨粗鬆症マネージャー教育研修単位 3単位

※ご返金はできませんのでご注意下さい



◇ オンラインで参加希望の方 (見本) ◇

代理登録のご案内

■ FAXでの代理登録：下記ご記入の上、FAXにてご返信ください
（FAX：096-385-5405 担当：村上宛）

ご施設名

診療科/所属

日本整形外科学会教育研修単位を取得されますか？
取得する 会員番号( 123456 ) □取得しない

ご氏名

メールアドレス

■ メールでの代理登録

E-mail：murakami.tcm@om.asahi-kasei.co.jp

下記メールアドレスにご連絡下さい。
登録フォーマットをお送りしますので、必要事項をご記入の上ご返信く
ださい。代理で登録させて頂きます。

旭化成ファーマ株式会社熊本営業所 担当：村上

熊本PTHセミナー

【日本骨粗鬆症学会】

骨粗鬆症認定医単位を取得されますか？
取得する 認定番号( 123456 ) □取得しない

骨粗鬆症マネージャー教育研修単位を取得されますか？
取得する 認定番号( 123456 ) □取得しない

旭 太郎

〇〇＠asahi-kasei.co.jp

旭病院

整形外科 or 薬剤部 or 看護師 or その他



◇ オンラインで参加希望の方 ◇

代理登録のご案内

■ FAXでの代理登録：下記ご記入の上、FAXにてご返信ください
（FAX：096-385-5405 担当：村上宛）

ご施設名

診療科/所属

日本整形外科学会教育研修単位を取得されますか？
□取得する 会員番号( ) □取得しない

ご氏名

メールアドレス

■ メールでの代理登録

E-mail：murakami.tcm@om.asahi-kasei.co.jp

下記メールアドレスにご連絡下さい。
登録フォーマットをお送りしますので、必要事項をご記入の上ご返信く
ださい。代理で登録させて頂きます。

切
り
取
り
線

旭化成ファーマ株式会社熊本営業所 担当：村上

熊本PTHセミナー

【日本骨粗鬆症学会】

骨粗鬆症認定医単位を取得されますか？
□取得する 認定番号( ) □取得しない

骨粗鬆症マネージャー教育研修単位を取得されますか？
□取得する 認定番号( ) □取得しない


