
日時：2021年10月30日（土）15:30 ～ 18:30

形式：WEB（ZOOM meeting）

下記の参加登録用URLより事前登録をお願い致します。

ご登録はこちらをクリック （右記、2次元コードからもアクセス可能）

ご登録完了後、講演会視聴用URLが、ご登録のメールアドレスに送信されます。
＊URLは個人ごとに異なります。当日受信されたメールに記載されておりますURLからアクセス下さい。

第16回東京ヘモフィリアネットワークのご案内

謹啓

時下、先生方におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
「東京ヘモフィリアネットワーク」は血友病診療の質の向上と東京都内および近郊の医療
従事者の血友病診療における相互支援ネットワーク構築を目的に2005 年に立ち上げ
られました。今回は第16回目となり 第１部のプレナリーセッションでは 「血友病の基礎
講座」と「血友病の為の制度」についてのレクチャー、第２部では例年と同じくテーマ別に
分かれたテーブルセッションを企画しております。

参加希望の方は参加申込書（添付ファイル・同封）へ必要事項をご記入の上、メー
ル返信（shinichi.tateshita@bayer.com)、FAX返信、共催企業担当者いずれか
の方法でお渡しご連絡下さいます様お願い申し上げます。(参加登録期限:９/30)
尚、参加申込みにつきまして準備の都合上、1部（セッションA・B）、第２部の テー

ブルセッション（テーブルNo.）のご希望をお知らせ頂けましたら幸甚に存じます。メールア
ドレスをご登録頂けましたらご連絡・ご参加などに便利ですのでよろしくお願いいたします。

皆様のご参加を心よりお待ちしています。
謹白

共催：東京ヘモフィリアネットワーク
新URL  https://labo-med.tokyo-med.ac.jp/tokyo-hemophilia-network/

一般社団法人 日本血液製剤機構/ KMバイオロジクス株式会社 /サノフィ株式会社
/CSLベーリング株式会社 /武田薬品工業株式会社/中外製薬株式会社/ノボ ノル
ディスク ファーマ株式会社/バイエル薬品株式会社（五十音順）

MTG21-00295186

https://bayer.zoom.us/meeting/register/tJYvd-yprDIjGtEVbPQCzL1LOU69-mKmHKFV?_x_zm_rtaid=svUJeh91T8aZS_LodmclxQ.1629191543311.0c1b6077ce1e43e51cd0876c52a14e2f&_x_zm_rhtaid=870
mailto:shinichi.tateshita@bayer.com?subject=第16回東京ヘモフィリアネットワーク参加申込
https://labo-med.tokyo-med.ac.jp/tokyo-hemophilia-network/


第16回プログラム

総合司会：小島 賢一 先生 ・ 天野 景裕 先生

◇ 受付開始 15:15 ～

◇ 開会の辞 15:30 ～ 東京医科大学病院 木内 英 先生
◇ 第 1部 15:35 ～16:35 プレナリーセッション レクチャー ※セッションA・B同時開催

・セッションA:血友病の基礎

【講演】
「血友病の基礎講座 」
聖マリアンナ医科大学
横浜市西部病院

森 美佳 先生

「血友病のための制度」
東京医科大学病院

大竹口 幸子 先生

・セッションB:患者指導－看護師の関わり

【司会進行】
荻窪病院 和田 育子 先生
聖マリアンナ医科大学病院 吉川 喜美枝 先生

【講演】
荻窪病院 前川 嘉世 先生・杉本 将吾 先生
聖マリアンナ医科大学西部病院

山下 敦己 先生・戸草内 智恵 先生
東京医科大学病院

宮下 竜伊 先生・田村 のぞみ 先生

◇ 小休憩 16:35 ～ 16:55

◇ 第 2部 16:55 ～ 17:55    テーブルセッション 演者/ファシリテーター

第1テーブル ビギナーテーブル 長江 千愛 先生
和田 育子 先生

第2テーブル 家庭注射 梅沢 陽太郎 先生
前川 嘉世 先生

第3テーブル ライフイベントケア 少年期 中舘 尚也 先生
加藤 陽子 先生

第4テーブル ライフイベントケア 青年期 備後 真登 先生
杉本 将吾 先生

第5テーブル 高齢者ケア 一木 昭人 先生
石山 昌弘 先生

第6テーブル 保因者ケア 近澤 悠志 先生
戸草内 智恵 先生

第7テーブル インヒビター 窓岩 清治 先生
山下 敦己 先生

第8テーブル 関節ケア 上野 竜一 先生
長尾 梓 先生

◇ 第 3部 17:55 ～ 18:30 まとめ発表 各テーブル ５分程度
◇ 閉会の辞 18:30   聖マリアンナ医科大学 小児科学 名誉教授・客員教授

瀧 正志 先生



テーブルセッションは以下の内容となります

●第 1テーブル ビギナーテーブル
血友病に携わり、間もない方、大歓迎です
病態、治療、製剤等、血友病について学びませんか︖

●第 2テーブル 家庭注射
自立の一歩は家庭治療と自己注射です。うまく導入するためには︖

●第 3テーブル ライフイベントケア（少年期）

●第 4テーブル ライフイベントケア（青年期）
血友病患者 とそのご家族はライフベントを迎える際にどんな問題を抱えて
いるのでしょうか︖その対処法は︖

●第 5テーブル 高齢者 ケア
高齢の血友病患者はどんな問題を抱えているのでしょうか︖
その対処法は?

●第 6テーブル 保因者ケア
血友病患者数よりも保因者の方が多いはずです。どうケアしていけば
良いのでしょうか︖

●第 7テーブル インヒビター
インヒビターは血友病合併症で最も重大なものです
皆さん、どのように対処していますか︖

●第 8テーブル 関節ケア
関節を痛めている患者さんへの対策
痛めた関節とどう付き合っていくべきでしょうか︖
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スマートデバイスからのご参加

Zoom Cloud Meetingsアプリをダウンロード

視聴環境の事前チェック

▼

PCからのご参加

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

ご不明な点がございましたら担当MR、または下記担当者までご連絡をお願い申し上げます。

バイエル薬品（株）舘下真一：shinichi.tateshita@bayer.com / 090-5123-7196
Help!

簡単マニュアル

当日の参加方法

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。

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接続し
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
が開始するまでしばらくそ
のまま でお待ち下さい。

1 参加登録用URLより参加登録

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 ・ 施設名（漢字）

※事前アンケート入力項目がある際は、アンケートのご回答をお願い致します。

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。

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。

▼

2 Zoom アプリをダウンロード

以下のページより、アプリをダウンロードお願いします。
https://zoom.us/download

▼

▼

App Store, Google Playよりダウンロードお願いします。

※ 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。

※ 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

開始されると、Zoomが起動し画面が表示されます

※ 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。

［ 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。

バイエル薬品 Zoom meeting 参加方法

https://support.zoom.us/hc/ja/articles/115002262083
mailto:shinichi.tateshita@bayer.com
https://zoom.us/download


第16回東京ヘモフィリアネットワーク参加申込書(参加登録期限:９/30)

【方法・宛先】

①e-mail:shinichi.tateshita@bayer.com
バイエル薬品（株）舘下 真一 宛

②FAX:03‐3340-5448
東京医科大学 臨床検査医学分野 医局 宛

□ 第16回東京ヘモフィリアネットワークに参加します
氏名 【 】
施設名 【 】
所属 【 】
役職 【 】
職種 【 】

□ 第１部プレナリーセッションは下記を希望します
希望 【 セッションA ・ セッションB  】

□ 第2部テーブルセッションは下記を希望します
第1希望 【 】 第2希望【 】

【郵送でのご案内の先生方へ/メーリングリスト登録のお願い】
登録方法：①のバイエル薬品（株）舘下 真一宛にて登録
◎タイトル：東京ヘモフィリアネットワーク・メール登録・参加申し込み
◎ご施設名・ご所属・役職・職種・お名前を記載(当申込書PDF添付)の上直接

メールにてご登録お願いいたします。メーカー幹事からの返信メールをもってメール
登録完了・ご参加申し込みのご連絡をいたします。

※いただいた個人情報は今後の東京ヘモフィリアネットワークの運営を行うために利用し、その他の目的には使用いた
しません。東京ヘモフィリアネットワークのみで利用致します。上記事項にご理解、ご同意の上、登録いただきますよ
う宜しくお願い申し上げます。

東京ヘモフィリアネットワーク事務局 : 東京医科大学臨床検査医学分野
新URL https://labo-med.tokyo-med.ac.jp/tokyohivnet

※本件に関してのお問い合わせ先 舘下 真一（たてした しんいち）
e-mail:shinichi.tateshita@bayer.com TEL:090-5123-7196

mailto:shinichi.tateshita@bayer.com?subject=第16回東京ヘモフィリアネットワーク参加申し込み
https://labo-med.tokyo-med.ac.jp/tokyohivnet
mailto:shinichi.tateshita@bayer.com?subject=第16回東京ヘモフィリアネットワーク問い合わせ

