日本人女性が生涯で乳がんに罹患する確率は、10.6％(9人に1人)と言われています。
国立がん研究センター「最新がん統計」累積がん罹患リスクより（2018年罹患情報）

健康Webセミナー 「乳がん」について
●開催日時

※3回ともに内容は同じです。

【平日開催日】

①

２０２１年 １０月 18日 （月）

参加費
無料

オンライン
開催

事前
申込制

19時00分～20時00分

【週末開催日】

２０２１年 １０月 23日 （土）
③ ２０２１年 １０月 23日 （土）
②

15時00分～16時00分
19時00分～20時00分

【演題①】

「乳がんと乳がんによく似た良性乳腺疾患」
講師：NTT東日本札幌病院 乳腺外科 市之川 一臣 医師
【演題②】

「ブレスト・アウェアネスってなんだろう？」
講師：NTT東日本札幌病院 乳腺外科 岩村 八千代 医師
【お問い合わせ】
【K21-02038 (2109-2110) 】

ＮＴＴ東日本札幌病院 経営企画担当

（担当：にしむら）

住所：札幌市中央区南１条西１５丁目
TEL：011-623-7000（代表） FAX：011-623-7527

当院ホームページ

NTT東日本札幌病院
健康Webセミナー「乳がん」について
NTT東日本札幌病院では現在、「新型コロナウイルスの感染症拡大防止の観点」から各種イベントを休止して
おります。対面でのイベントの開催が難しい状況であることから、このたび、健康セミナーを非対面であるオ
ンラインで開催することといたしました。
■ 開催日時
＜平日開催日＞ ① 2021年10月18日（月） 19時00分～20時00分
＜週末開催日＞ ② 2021年10月23日（土） 15時00分～16時00分 ※3回ともに内容は同じです。
③ 2021年10月23日（土） 19時00分～20時00分
■ 内容等
＜演題 ①＞
＜演題 ②＞

「乳がんと乳がんによく似た良性乳腺疾患」
講師 ： NTT東日本札幌病院 乳腺外科 市之川 一臣 医師
「ブレストアウェアネスってなんだろう？」
講師 ： NTT東日本札幌病院 乳腺外科 岩村 八千代 医師

■ 対象者

どなたでもご参加いただけます。

■ 参加費

無料（視聴環境によって、ご覧いただけない場合もあります。また視聴にかかる通信費等は参加者様の負担となります。）

■ 開催方法

ビデオ会議システム「ZOOM」を利用し、オンラインにて開催いたします。
ご利用される前にアプリケーションを事前にダウンロードをしておくことをお勧めいたします。

■ 申込方法

参加にあたっては、事前申し込みが必要となります。

申込みフォームから申し込む場合

FAXから申し込む場合

① 当院ホームページにアクセスをします。
○申込みフォーム
・ トップページ ＞ 広報 ＞ イベント申し込みフォーム
(https://www.nmcs.ntteast.co.jp/koho/contact.html)

① FAX送信票に記載をして下さい。
○下記のいずれかをご送付下さい。（FAXの誤送信にご注意下さい）
・ 【健康WebセミナーFAX送信票】を送信
・ 【必要項目を記載した適当な用紙】

② イベントお申し込みフォームに入力をします。
お申込み用QRコード
○健康Webセミナー「乳がん」について
・ 参加日時：
・ お名前 （フリガナ）
・ E-mail：
・ 電話番号：
・ その他（乳がんに関する質問事項）:
詳しくはホームページ（イベントお申し込みフォーム）をご確認下さい。

② 必要事項を記入ください。
○健康Webセミナー「乳がん」について
・ 参加日時：
・ お名前 （フリガナ）
・ E-mail：
・ 電話番号：
・ その他（乳がんに関する質問事項）:
詳しくはFAX送信表(健康Webセミナー 申込書)をご参照下さい。

③ 記載いただいたメールアドレス宛にメールをお届けします。
○参加URL、ミーティングIDとパスワードが記載されています。

③ 記載いただいたメールアドレス宛にメールをお届けします。
○参加URL、ミーティングIDとパスワードが記載されています。

※1 ご登録いただいたメールアドレスへ確認メールが自動送信されます。（@east.ntt.co.jp のドメインを受信できるよう設定をお願いいたします。）
※2 メールが届かない場合は、ご入力いただいたメールアドレスに誤りがある可能性があります。再度、正しいメールアドレスでお申し込みフォームよりお
申込み下さい。
※3 申込み締め切りはイベント申し込みフォーム：開催日前日、FAXからの申込み：３営業日前とさせていただきます。
※4 当日は出席確認をしますので、予定時間の10分前にはご参加をお願いいたします。
※5 当日の質疑応答は予定しておりません。お申込みいただいた際にお預かりした質問へ可能な限りお応えする形式となります。
※6 使用されるパソコンやスマートフォンにおける、ZOOMのダウンロード方法、操作方法等のお問い合わせに関しては、お答えできません。

■ 必要なもの

パソコン、スマートフォン・タブレット、イヤホン、Wi-Fi環境など

■ その他注意事項等
 ご自宅等のインターネット環境によっては、動画が遅れたり音がよく聞こえない等の場合がありますのでご了承願います。
 本講座の録画・録音・撮影、およびURLのシェア、詳細内容のSNS等への投稿は固くお断りいたします。
 セミナー受講後、アンケートのご協力をお願いいたします。

＜お問い合わせ先＞ NTT東日本札幌病院 経営企画担当 担当：にしむら
〒060-0061 札幌市中央区南１条西１５丁目
TEL:011-623-7000（代表番号） 【平日 9：00～17：00】
【K21-02038 (2109-2110) 】

FAX送信表

FAX番号：011-623-7527（24時間受信）
事前申込制です。下記の太枠内にご記入のうえ、お申込みください。
（申込締め切り：開催日3営業日前まで）

健康Webセミナー 申込書
セミナー名

希望日時
いずれかに○をつけて下さい。

健康Webセミナー 「乳がん」について
① 2021年10月18日（月）

② 2021年10月23日（土） ③ 2021年10月23日（土）

19時00分～20時00分

19時00分～20時00分

15時00分～16時00分

フリガナ
氏名
電話
メールアドレス

-

＠

質問事項

※ テーマに関する内容でお願いします。また、いただいた質問にお答え出来ない場合もございます。予めご了承下さい。










事前申込制です。受講の場合、メールアドレスが必要になります。
メールが届かない場合は、ご記入いただいたメールアドレスに誤りがある可能性があります。再度、正しいアドレスでお申込みください。
後日、記載いただきましたメールアドレスへ「招待メール」（ドメイン： @east.ntt.co.jp ）をお送りいたします。
本講座の録画・録音・撮影、およびURLのシェア、詳細内容のSNS等への投稿は固くお断りいたします。
事前にZOOMアプリのダウンロードとインストールが必要です。ご自身の視聴環境に合わせて準備をお願いします。
ZOOMは無料でお使いいただけますが、通信費用は参加者様のご負担となります。（Wi-Fi環境推奨）
申し込み締め切りは開催３営業日前です。それまでに送信をお願いします。
ご記入いただいた氏名、電話番号、メールアドレス等の個人情報は、受講確認、受講者への連絡の目的で利用します。
当日は出席確認をしますので、予定時間の10分前に参加をお願いいたします。
 当日の質疑応答は予定しておりません。お申込みいただいた際にお預かりした質問へ可能な限りお応えする形式となります。
 使用されるパソコンやスマートフォン、タブレットにおける、ZOOMの操作方法等のお問い合わせに関しては、お答えできません。

【お問い合わせ】
ＮＴＴ東日本札幌病院 経営企画担当 担当：にしむら
〒060-0061 札幌市中央区南1条西15丁目
電話：011-623-7000 （代表）
（対応時間：平日 9時00分～17時00分）
【K21-02038 (2109-2110) 】

【健康Webセミナーの参加方法について】
参加無料 ・ 事前申込みが必要です。

◆ 当院ホームページのイベント申し込みフォーム
トップページ ＞ 広報 ＞ イベント申し込みフォーム
○申込みフォーム
（ https://www.nmcs.ntt-east.co.jp/koho/contact.html ）
お申込み用QRコード
参加日時、お名前、E-mail、電話番号、セミナーへの質問事項など必須項目に入力を行います。
（生年月日・診察券番号は任意での入力になります。）
データを送信し、決定ボタンを押すと自動返信メールが届きます。届きましたら、内容をご確認下さい。







申込み期日までに申込みフォーム・FAXの申込みいずれかでお申込みをお願いします。登録いただいたメールアドレスに参加メールを送信いたします。
メールが届かない場合、ご入力いただいたメールアドレスに誤りがある可能性があります。
メールアドレスに誤りがある場合、再度正しいアドレスでお申込み下さい。
正しいアドレスでお申込みいただいたにもかかわらず、メールが届かない場合、迷惑メールフォルダーに分類されている可能性があります。
メールが見つからない場合、お手数ですがお電話でお問い合わせください。口頭で当日使用する「ミーティングID」「パスワード」をお伝えいたします。

◆ 当日の参加方法





前日までに、当日利用するZOOMの「URL」「ミーティングID」「パスワード」をメールにてお送りします。
当日はメールに記載の「URL」をクリックするか、ZOOMアプリから「ミーティングID」「パスワード」を入力してログインいただき、講座開始をお待ちください。
当日は出席確認をしますので、予定時間の10分前に参加をお願いいたします。
当日の質疑応答は予定しておりません。事前にお申込みフォーム（その他）、FAX送信表（質問事項）でお預かりした質問にお応えする形式となります。

◆ 注意事項





健康Webセミナーの録画・録音・撮影、およびURLのシェア、詳細内容のSNS等への投稿は固くお断りいたします。
オンライン会議ツールZOOMを利用して開催します。事前にPCやスマートフォン、タブレットへZOOMのダウンロードが必要です。
使用されるPCやスマートフォン、タブレットにおける、ZOOMの操作方法等のお問い合わせに関しては、お答えできません。
ZOOMは無料でお使いいただけますが、通信費用は参加者様のご負担となります。（Wi-Fi環境推奨）

◆ ZOOMのインストール方法
健康セミナーの視聴には、事前にZOOMアプリのダウンロードが必要です。ご自身の視聴環境に合わせて準備をお願いします。

パソコンから視聴する場合
ミーティング用ZOOMクライアント（https://zoom.us/download#client_4meeting） ）のダウンロードをクリックして下さい。
Zoomアプリのインストーラーがダウンロードされます。インストーラーをクリックすると、インストールが開始されます。
インストールが完了すると、「ZOOM Cloud Meetings」が起動します。

iOSから視聴する場合
「ZOOM Cloud Meetings」をApp Storeからダウンロードするか、右のQRコードを読み取って【入手】をタップして下さい。
【インストール】をさらにタップして下さい。
認証されるとダウンロードが始まります。
ホーム画面にZOOMのアプリアイコンが追加されていればインストール完了です。

iOS用 QRコード

設定によって顔認証や指紋認証を求められるので認証をしてください。
サインインしていない場合は、Apple IDとパスワードを入力してサインインしてください。

Android OSから視聴する方
「Zoom Cloud Meetings」をGoogle Playからダウンロードするか、右のQRコードを読み取って【インストール】をタップして下さい。
インストールが自動で開始されます。
インストール完了後に【開く】をタップすると「ZOOM Cloud Meetings」が起動します。
サインインしていない場合は、Google IDとパスワードを入力してサインインしてください。

Android用 QRコード

◆ よくあるご質問
Q1. 音声が聞こえません
音声が聞こえない場合は、 PCやスマートフォンのボリュームを確認する、ZOOM画面からスピーカー＆マイクのテスト、
ヘッドフォン、イヤフォンを再接続を試してみて下さい。

Q2. 事前にテストを行うことはできますか？
ZOOMではセミナーの前にテストミーティングに参加して音声が聞こえるかどうかなどの確認ができます。
(http://zoom.us/test)にアクセスし、スピーカーのテストなどを行ってください。

Q3. 講師に質問をすることはできますか？
事前に質問を受け付けております。イベント申し込みフォームの「その他の項目」にご質問内容を入力下さい。
いただいた質問にお答え出来ない場合もございます。予めご了承下さい。

Q4. その他
映像や音が途切れる場合は、インターネット通信環境に何らかの問題がある場合がほとんどです。
他のWebサイトを開く、他のアプリケーションを終了などして、通信状況を確認して下さい。

【K21-02038 (2109-2110) 】

