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※オンライン講演は ID、 パスワード入力が必要となります。 裏面をご参照ください。※オンライン講演は ID、 パスワード入力が必要となります。 裏面をご参照ください。

２０２１年２０２１年

※都合により予定が変更になる場合もございます。ご了承の程よろしくお願い致します。

心臓弁膜症について心臓弁膜症について

心臓血管外科医師（副院長）心臓血管外科医師（副院長）

片山 雄二片山 雄二

下白水南公民館下白水南公民館

14:0014:00

腰痛・膝痛・肩こり腰痛・膝痛・肩こり
についてについて

理学療法士理学療法士
（リハビリテーション室 室長）（リハビリテーション室 室長）

札本 篤札本 篤

下白水北公民館下白水北公民館

14:0014:00

腰痛・膝痛・肩こり腰痛・膝痛・肩こり
についてについて

理学療法士理学療法士
（リハビリテーション室 室長）（リハビリテーション室 室長）

札本 篤札本 篤

小倉公民館小倉公民館

14:0014:00

食べ物のカロリーと食べ物のカロリーと
塩分について塩分について

管理栄養士管理栄養士

奥村 由菜奥村 由菜

ナギの木苑ナギの木苑

13:4013:40

在宅療養と ACP在宅療養と ACP
についてについて

訪問看護認定看護師訪問看護認定看護師

羽根田 俊子羽根田 俊子

日の出町公民館日の出町公民館

15:0015:00

骨粗しょう症を予防して骨粗しょう症を予防して
健康寿命をのばそう健康寿命をのばそう

看護師看護師
中島 彩中島 彩

天神山公民館天神山公民館

14:0014:00

糖尿病治療薬糖尿病治療薬
についてについて

薬剤師薬剤師

山下 大貴山下 大貴

千歳町公民館千歳町公民館

14:0014:00

糖尿病教室糖尿病教室

①糖尿病の検査について①糖尿病の検査について
臨床検査技師 /村上 功真臨床検査技師 /村上 功真

②糖尿病の運動法②糖尿病の運動法
理学療法士 /平川 恵理学療法士 /平川 恵

紅葉ヶ丘公民館紅葉ヶ丘公民館

14:0014:00

心房細動について心房細動について

循環器内科医師（部長）循環器内科医師（部長）

小椋 裕司小椋 裕司

須玖北公民館須玖北公民館

14:0014:00

睡眠時無呼吸症候群睡眠時無呼吸症候群

についてについて

臨床検査技師臨床検査技師
（臨床検査科 技師長）（臨床検査科 技師長）

崎田 光人崎田 光人

上白水公民館上白水公民館

14:0014:00

心臓弁膜症について心臓弁膜症について

心臓血管外科医師（副院長）心臓血管外科医師（副院長）

片山 雄二片山 雄二

大佐野公民館大佐野公民館

14:0014:00

心臓弁膜症について心臓弁膜症について

心臓血管外科医師（副院長）心臓血管外科医師（副院長）

片山 雄二片山 雄二

月の浦公民館月の浦公民館

14:0014:00

歩く速度が歩く速度が
遅くなったら要注意遅くなったら要注意

臨床検査技師臨床検査技師
（健康管理センター副センター長）（健康管理センター副センター長）

緒方 正剛緒方 正剛

那珂公民館那珂公民館

14:0014:00

2025 年問題と脳卒中予防2025 年問題と脳卒中予防

脳卒中リハビリテーション脳卒中リハビリテーション
認定看護師認定看護師

中島　巧中島　巧

今光公民館今光公民館

14:0014:00

嚥下障害を知って嚥下障害を知って
誤嚥性肺炎を予防しよう誤嚥性肺炎を予防しよう

摂食・嚥下障害看護認定看護師摂食・嚥下障害看護認定看護師

赤城 さゆり赤城 さゆり

録画動画

オンラインオンライン

12:0012:00

IDID
899 8064 5592899 8064 5592
パスワードパスワード
1234512345

1

骨粗しょう症を予防して骨粗しょう症を予防して
健康寿命をのばそう健康寿命をのばそう

看護師看護師

中島 彩中島 彩

録画動画

オンラインオンライン

12:0012:00

IDID
874 2751 5969874 2751 5969
パスワードパスワード
1234512345

心房細動について心房細動について

循環器内科医師（部長）循環器内科医師（部長）

小椋 裕司小椋 裕司

録画動画

オンラインオンライン

12:0012:00

IDID
885 8968 9051885 8968 9051
パスワードパスワード
1234512345

血液検査の見方・考え方血液検査の見方・考え方
（動脈硬化について）（動脈硬化について）

臨床検査技師臨床検査技師
松本 佳隆松本 佳隆

録画動画

オンラインオンライン

12:0012:00

IDID
876 3055 5484876 3055 5484
パスワードパスワード
1234512345

4 5 6 7 8

11 12 13 14 15

18 19 20 22

25 26 27 28

切らずに治すがん治療切らずに治すがん治療

診療放射線技師診療放射線技師
（放射線科　技師長）（放射線科　技師長）

福山　幸秀

録画動画

オンラインオンライン

14:0014:00

29

IDID
822 1057 6228822 1057 6228
パスワードパスワード
1234512345

身近に潜む怖い怪我身近に潜む怖い怪我

形成外科医師（部長）形成外科医師（部長）

塩沢 啓塩沢 啓

山田公民館山田公民館

14:0014:00

21
弥永公民館弥永公民館

13:3013:30

血液検査の見方・考え方血液検査の見方・考え方
（動脈硬化について）（動脈硬化について）

臨床検査技師臨床検査技師

松本 佳隆松本 佳隆

3131

那珂川市那珂川市大野城市大野城市春日市春日市 太宰府市太宰府市

オンライン講座オンライン講座福岡市博多区福岡市博多区 筑紫野市筑紫野市福岡市南区福岡市南区

地域ごとの地域ごとの

色分け色分け

　　担当：地域広報室 TEL：092-573-6622（代表）

お問い合わせ

講演のご依頼受け付けております！ぜひお問い合わせください！

録画動画 録画動画

録画動画



 

 

 

 

 

 

 

① お手持ちのパソコンで「ZOOM」を検索 

URL:https://zoom.us/jpjp/meetings.html 

② 公式ホームページの上部にある「ミーティングに参

加する」をクリック 

 

 

 

③ ミーティング ID(11 桁

の数字 )を入力後、

「参加」をクリック 

 

 

 

 

④ 「ZOOM Meetings

を開く」を選択 

 

 

 

 

⑤ メールアドレス、氏名

（仮名でも可）を入力

後「Web セミナーに参

加」をクリック 

 

 

 

⑥ 右記の画面のまま

開始時間までお待

ちください。時間に

なると画面が切り

替わります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① お手持ちのスマートフォンへ「ZOOM 

Cloud Meetings」アプリをダウンロード 

 

② 「ミーティングを開始」

下部にある「ミーティン

グに参加」をクリック 

 

 

 

 

③ ミーティング ID（11桁の

数字）と氏名（仮名でも

可）を入力後「参加」を

クリック 

 

 

 

④ 表示名に氏名（仮

名でも可）、メール

ア ド レ ス を入力

後、「OK」をクリッ

ク 

 

 

 

⑤ 右記の画面のまま

開始時間までお待

ちください。 

時間になると画面

が切り替わります。 

 

 

 

 

 

 

 

パソコン 

ミーティング ID(11桁の数字) 

 

メールアドレス 

 

※当日は 5分前までにはログインしてください 

オンライン医療講演 

Zoom参加手順書 

スマートフォン 

ミーティング ID(11 桁の数字) 

 

氏名（仮名でも可） 

メールアドレス 

氏名（仮名でも可） 

お問い合わせ 

福岡徳洲会病院 ／ 地域広報室 

(092)573-6622(代表) 

お名前（仮名でも可） 

 

 


	健康づくり講座　１０月
	オンライン医療講演会（ZOOM)参加方法7月

