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Venous Educational Course
Zoom ウェビナー 参加方法

2021年10月17日（日）9：00～13：00
インターネットによるWebinar（要事前登録）

日 時

会 場

ご視聴には事前登録が必要です、【登録用URL】からZoom Webinar登録ページに遷移頂き、
裏面のマニュアルを参考に【氏名・メールアドレス・施設名】をご入力の上登録をお願い致します。

ご視聴の環境によってはご視聴に支障が出る場合、ならびにご視聴いただけない場合が
ございますこと、予めご承知おきいただけますようお願い申し上げます。

登録用URL

参加方法

簡単マニュアル

PCからのご参加 スマートデバイスからのご参加

1 参加登録用URLより参加登録

2 Zoomアプリをダウンロード 2 Zoom Cloud Meetingsアプリをダウンロード

3 視聴環境の事前チェック

4 当日の参加方法

以下の情報を入力し、登録をタップ。
・ お名前（漢字） 
・ メールアドレス 　
・ ご施設名/ご所属（漢字） 
ご登録完了後、視聴用URLが記載されたメールが自動送信
されますので、講演会当日まで大切に保存願います。 

以下のページより、アプリをダウンロードお願いします。

以下のページより、事前にマイク/スピーカーのテストが可能です。

https://bayer.zoom.us/webinar/register/WN_DzTSoWd1R72P7L0-kXUsJA

https://zoom.us/download

https://support.zoom.us/hc/ja/articles/115002262083

ご登録完了後のメール内「ここをクリックして参加」をクリック。 ウェビナーが開始されると、Zoomが起動し画面が表示されます

このページをZoomで開きますか？と表示されたら【開く】を
クリックすると、Zoomアプリケーションが起動し、ウェビナー
に接続します。

App Store, Google Playよりダウンロードお願いします。

注意
登録後、メールが届かない方は
迷惑メールにないかご確認い
ただくか、「@zoom.us」から 
メール受信可能な設定を確認
の上、再登録をお願いします。

［ 推奨通信環境 ］ 
ダウンロードおよびアップロード
の速度が、6Mbps以上で安定し
てご視聴頂けます。2Mbps以下
の場合、映像や音声が乱れる場
合がございます。

会議がまだ開始されていない場
合は、左記のように表示されます。
主催者がウェビナーを開始する
までしばらくそのままでお待ち
下さい。

※音声が聞こえない
場合はPC本体の音量
及びオーディオ設定を
ご確認下さい。

※講演終了後は画面
右下の【退出】ボタン
をクリック して終了し
て下さい

※音声接続に不備がある場合はオーディオ
設定の【∧】マークをクリックし、調整を試し
てみてください。
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ご視聴には事前登録が必要です、【登録用URL】からZoom Webinar登録ページ
に遷移頂き、裏面のマニュアルを参考に【氏名・メールアドレス・施設名】
をご入力の上登録をお願い致します。

登録用URL

参加方法

孟  真 先生  横浜南共済病院 院長補佐 心臓血管外科 部長

横井 宏佳 先生
田島 廣之 先生
赤木 大輔 先生
今井 崇裕 先生 医療法人 康仁会 西の京病院 血管外科センター長

福岡山王病院 循環器センター 血管外科 部長／国際医療福祉大学 教授

川崎医科大学 心臓血管外科学 講師

埼玉医科大学国際医療センター 画像診断科 特任教授

福岡山王病院 病院長 循環器センター長／国際医療福祉大学 教授

山下 侑吾 先生  京都大学医学部附属病院 循環器内科 特定助教

Session 3（11:45-12:00）
COVID-19と血栓症

血栓後症候群、非血栓性静脈圧迫症候群

Sponsored Seminar 1
下肢エコー検査のススメ
 ～【がん】と【血栓症】に対するマネジメントを考える～

Sponsored Seminar（10:45-11:45）

孟  真 先生  横浜南共済病院 院長補佐 心臓血管外科 部長
田中 善宏 先生  岐阜大学医学部 消化器外科 臨床准教授

座 長

演 者

小泉 淳 先生  千葉大学医学部附属病院 画像診断センター 副センター長・特任教授小泉 淳 先生  千葉大学医学部附属病院 画像診断センター 副センター長・特任教授演 者

演 者

座 長

Sponsored Seminar 2 
下大静脈フィルター ～適応から手技の実際～

安齋 均 先生  SUBARU健康保険組合 太田記念病院 副院長座 長

Session 4（12:00-12:50）

座 長

ディスカッサント

静脈ステント

適正使用指針
星野 祐二 先生　演 者

孟  真 先生  横浜南共済病院 院長補佐 心臓血管外科 部長演 者

横井 宏佳 先生 福岡山王病院　病院長 循環器センター長／
国際医療福祉大学　教授

Closing Remarks （12:50 ‒ 13:00）

2021年10月17日（日）9：00～13：00
インターネットによるWebinar（要事前登録）

孟  真 先生　横浜南共済病院 院長補佐 心臓血管外科 部長

Venous Educational Course

Session 1（9:05 - 9:55）
静脈の基礎、表在静脈インターベンション

日 時

Opening Remarks （9：00 ‒ 9：05）

座 長

会 場

静脈疾患の基礎と評価指標

表在静脈インターベンション
赤木 大輔 先生 川崎医科大学 心臓血管外科学 講師演 者

今井 崇裕 先生 医療法人 康仁会 西の京病院 血管外科センター長

山下 侑吾 先生 京都大学医学部附属病院 循環器内科 特定助教
荻原 義人 先生 三重大学医学部附属病院 循環器内科 助教
安齋 均 先生 SUBARU健康保険組合 太田記念病院 副院長

小川 智弘 先生 社会医療法人福島厚生会 福島第一病院 院長 心臓血管病センター長 心臓血管外科部長
孟  真 先生  横浜南共済病院 院長補佐 心臓血管外科 部長

演 者

Session 2（9:55-10:45）
急性深部静脈血栓症、肺塞栓症

座 長

ディスカッサント

急性深部静脈血栓症

肺塞栓症肺塞栓症
辻 明宏 先生 国立循環器病研究センター病院 肺循環器科演 者

田邉 康宏 先生 聖マリアンナ医科大学病院 循環器内科 准教授演 者

https://bayer.zoom.us/webinar/register/WN_DzTSoWd1R72P7L0-kXUsJA


