
【主催】特定非営利活動法人Healthy Aging Projects for Women （NPO法人HAP）

（NPO 法人 HAPはZOOM
コンサルティング会社と提
携して安全確保に努めた形
式での開催を考えています）

第4回：令和2年11/26木｜第5回：令和2年12/24木｜第6回：令和3年1/28木｜第7回：令和3年2/25木／第8回：令和3年3/25木

骨粗鬆症による骨折の初発を防ぎ、再骨折を防ぎ、人生謳歌して自
分らしく生きるを応援するOLSチームが学び語り合い、知恵と技
を共有するWEBカフェサロンの立上げを企画いたしました。下
記内容にてオンライン研修会（ZOOMによるWeb開催)を開講
いたします。興味関心のある皆さまのご参加をお待ちしています。

骨粗鬆症マネジャーおよび骨粗鬆症マネジャーを目指す
医療介護者、及びその活動に賛同する医療介護者　等

対 象

＜8月27日　プログラム＞
18:45 開室、ZOOMの使い方レッスン
19:00〜 コロナ災禍の中で浅草の薬局街角で思い続けたこと
 薬局との連携今求められるOLS活動について／宮原富士子
19:20〜 OLS（骨粗鬆症リエゾン活動）における理学療法士、作業療法士の役割
 ／加藤木丈英（聖隷佐倉市民病院 リハビリテーション室）
19:40〜 日本骨粗鬆症学会が目指す骨粗鬆症リエゾンサービスと
 骨粗鬆症マネジャーの役割／石橋英明（伊奈病院整形外科部長）
 質疑応答、ディスカッション
21:00 閉室

参加費 HAP会員非会員問わず　1回…500円（8回チケット3000円の申込も出来ます）
 学生無料　◎日本薬剤師研修センター研修受講シール１単位
開　催 月に1度程度開催を目指しています（最初の8回日程決定済み）
発起人 宮原富士子　あさくさOLSリエゾンチーム・NPO法人HAP
 加藤木丈英先生　聖隷佐倉市民病院

OLS骨粗鬆症リエゾンサービス
学びの会（OLS Café＠あさくさ）

日 程　 講義内容

第1回 令和
２年 18月27日木

日本骨粗鬆症学会が目指す骨粗鬆症リエゾンサービス
と骨粗鬆症マネジャーの役割
伊奈病院整形外科部長　石橋英明先生

第2回 令和
２年 19月17日木 理学療法　作業療法って？　OLSでのOTPT活用術

聖隷佐倉市民病院　骨粗鬆症リエゾンサービス委員会　加藤木丈英先生

第3回 令和
２年 10月29日木 実際のOLSモデルの紹介①

聖隷佐倉市民病院　骨粗鬆症リエゾンサービス委員会　加藤木丈英先生

8月27日分につきましては、添付の参加申込書をFAXまたはメール添付
にてお送り下さい。（9月以降はWEB申込システムになります）
◦FAX  03-3876-9084（NPO法人HAP事務局）  
◦myanko@vividlady.com（宮原宛） 

申込方法

どうしても間に合わなかった場合は
myanko@vividlady.com

またはFax:03-3876-9084
までご連絡ください

日本薬剤師研修センター研修受講シールをご希
望の方は、申込書に薬剤師免許番号を記載願い
ます。なお氏名・薬剤師免許番号を含む受講者名
簿は、公益財団法人日本薬剤師研修センターに報
告いたしますので、あらかじめご了承ください。

＊認定シール発行条件：①当日は顔が見える形で
の参加をいただく、②実際に参加されているかを
こちらで随時確認させていただく、③キーワード
が3個でますので当日の24時までに登録フォー
ムに入力いただく、④キーワードが間違っていた
場合はシールは発行しない、⑤シールは後日郵便

（レターパック）で発送するが、発送にはその郵送
管理500円が当日までに支払われていることを
原則とする、⑥郵送管理費、参加費は返金はしない。

【申込締め切り】
開催日の1週間前まで

薬剤師認定シール希望の方は
原則4週間前の8月6日まで

薬剤師定員：20名



【主催】特定非営利活動法人Healthy Aging Projects for Women （NPO法人HAP）

（NPO 法人 HAPはZOOM
コンサルティング会社と提
携して安全確保に努めた形
式での開催を考えています）

第3回：令和2年10/29木｜第4回：令和2年11/26木｜第5回：令和2年12/24木
第6回：令和3年1/28木｜第7回：令和3年2/25木／第8回：令和3年3/25木

骨粗鬆症による骨折の初発を防ぎ、再骨折を防ぎ、人生謳歌して自
分らしく生きるを応援するOLSチームが学び語り合い、知恵と技
を共有するWEBカフェサロンの立上げを企画いたしました。下
記内容にてオンライン研修会（ZOOMによるWeb開催)を開講
いたします。興味関心のある皆さまのご参加をお待ちしています。

骨粗鬆症マネジャーおよび骨粗鬆症マネジャーを目指す
医療介護者、及びその活動に賛同する医療介護者　等

対 象

＜プログラム＞
18:45 開室、ZOOMの使い方レッスン
19:00〜 薬局でよくある骨粗鬆症の話題 
 ／宮原富士子（薬剤師）（NPO法人HAP）
19:30〜 実践OLS活動　佐倉の取り組み
 ／加藤木丈英（聖隷佐倉市民病院 リハビリテーション室）
20:10〜 特別講話
 OLS（骨粗鬆症リエゾンサービス）の実践
	 地域での取り組み 
 ／中藤真一先生（あさひ総合病院 副院長 整形外科部長）
20:40〜 質疑応答、ディスカッション
21:00 閉室

参加費 HAP会員非会員問わず　1回…500円（8回チケット3000円の申込も出来ます）

 学生無料　◎日本薬剤師研修センター研修受講シール１単位（申請予定）
開　催 月に1度程度開催を目指しています（最初の8回日程決定済み）
発起人 宮原富士子　あさくさOLSリエゾンチーム・NPO法人HAP
 加藤木丈英先生　聖隷佐倉市民病院

OLS骨粗鬆症リエゾンサービス
学びの会（OLS Café＠あさくさ）

日 程　 講義内容

第2回 令和
２年  9月17日木

・薬局でよくある骨粗鬆症の話題／宮原富士子
・実践OLS活動　佐倉の取り組み／加藤木丈英
・OLS(骨粗鬆症リエゾンサービス)の実践
　地域での取り組み／中藤真一先生　

どうしても間に合わなかった場合は
myanko@vividlady.com

またはFax:03-3876-9084
までご連絡ください

日本薬剤師研修センター研修受講シールをご希
望の方は、申込書に薬剤師免許番号を記載願い
ます。なお氏名・薬剤師免許番号を含む受講者名
簿は、公益財団法人日本薬剤師研修センターに報
告いたしますので、あらかじめご了承ください。

＊認定シール発行条件：①当日は顔が見える形で
の参加をいただく、②実際に参加されているかを
こちらで随時確認させていただく、③キーワード
が3個でますので当日の24時までに登録フォー
ムに入力いただく、④キーワードが間違っていた
場合はシールは発行しない、⑤シールは後日郵便

（レターパック）で発送するが、発送にはその郵送
管理500円が当日までに支払われていることを
原則とする、⑥郵送管理費、参加費は返金はしない。

【申込締め切り】
開催日の1週間前まで

薬剤師認定シール希望の方は
原則4週間前の8月20日まで

薬剤師定員：20名



【主催】特定非営利活動法人Healthy Aging Projects for Women （NPO法人HAP）

（NPO 法人 HAPはZOOM
コンサルティング会社と提
携して安全確保に努めた形
式での開催を考えています）

第4回：令和2年11/26木｜第5回：令和2年12/24木
第6回：令和3年1/28木｜第7回：令和3年2/25木／第8回：令和3年3/25木

骨粗鬆症による骨折の初発を防ぎ、再骨折を防ぎ、人生謳歌して自
分らしく生きるを応援するOLSチームが学び語り合い、知恵と技
を共有するWEBカフェサロンの立上げを企画いたしました。下
記内容にてオンライン研修会（ZOOMによるWeb開催)を開講
いたします。興味関心のある皆さまのご参加をお待ちしています。

骨粗鬆症マネジャーおよび骨粗鬆症マネジャーを目指す
医療介護者、及びその活動に賛同する医療介護者　等

対 象

＜プログラム＞
18:45 開室、ZOOMの使い方レッスン
19:00〜 薬局でよくある骨粗鬆症の話題 
 ／宮原富士子（薬剤師）（NPO法人HAP）
19:30〜 実際のOLSモデルの紹介①
 ／加藤木丈英（聖隷佐倉市民病院 リハビリテーション室）
20:00〜 特別講話
 診療所におけるOLS活動の実践と	
	 地域連携の取り組み 
 ／鶴上 浩 先生（鶴上整形外科リウマチ科）
20:45〜 質疑応答、ディスカッション
21:00 閉室

申込方法 HAP研修申込管理システム（HAPのHPに掲載）よりお申し込みください
参　加　費 HAP会員非会員問わず　1回…500円（8回チケット3000円の申込も出来ます）
 学生無料　◎日本薬剤師研修センター研修受講シール１単位（申請予定）
開　　催 月に1度程度開催を目指しています（最初の8回日程決定済み）
発　起　人 宮原富士子　あさくさOLSリエゾンチーム・NPO法人HAP
 加藤木丈英先生　聖隷佐倉市民病院

OLS骨粗鬆症リエゾンサービス
学びの会（OLS Café＠あさくさ）

日 程　 講義内容

第3回 令和
２年10月29日木

・薬局でよくある骨粗鬆症の話題／宮原富士子
・実際のOLSモデルの紹介①／加藤木丈英
・診療所におけるOLS活動の実践と 
　地域連携の取り組み／鶴上 浩先生　

どうしても間に合わなかった場合は
myanko@vividlady.com
またはFax:03-3876-9084
までご連絡ください

日本薬剤師研修センター研修受講シールをご希望の
方は、申込書に薬剤師免許番号を記載願います。なお
氏名・薬剤師免許番号を含む受講者名簿は、公益財団
法人日本薬剤師研修センターに報告いたしますので、
あらかじめご了承ください。

＊認定シール発行条件：①当日は顔が見える形での参
加をいただく、②実際に参加されているかをこちらで随
時確認させていただく、③キーワードが3個でますので
当日の24時までに登録フォームに入力いただく、④キー
ワードが間違っていた場合はシールは発行しない、⑤シー
ルは後日郵便（レターパック）で発送するが、発送にはそ
の郵送管理500円が当日までに支払われていることを
原則とする、⑥郵送管理費、参加費は返金はしない。

【申込締め切り】
開催日の1週間前まで

薬剤師認定シール希望の方は
原則4週間前の10月1日まで

薬剤師定員：20名

BASEで
お支払い

HAP研修申込
管理システム



【主催】特定非営利活動法人Healthy Aging Projects for Women （NPO法人HAP）

（NPO 法人 HAPはZOOM
コンサルティング会社と提
携して安全確保に努めた形
式での開催を考えています）

第5回：令和2年12/24木／第6回：令和3年1/28木／第7回：令和3年2/25木／第8回：令和3年3/25木

骨粗鬆症による骨折の初発を防ぎ、再骨折を防ぎ、人生謳歌して自
分らしく生きるを応援するOLSチームが学び語り合い、知恵と技
を共有するWEBカフェサロンの立上げを企画いたしました。下
記内容にてオンライン研修会（ZOOMによるWeb開催)を開講
いたします。興味関心のある皆さまのご参加をお待ちしています。

骨粗鬆症マネジャーおよび骨粗鬆症マネジャーを目指す
医療介護者、及びその活動に賛同する医療介護者　等

対 象

＜プログラム＞
18:45 開室、ZOOMの使い方レッスン
19:00〜 薬局でよくある骨粗鬆症の話題 
 ／宮原富士子（薬剤師）（NPO法人HAP）
19:30〜 理学療法士の指導　作業療法士の指導　具体的な内容紹介
	 さくらモデルにおける薬剤師の役割
 ／加藤木丈英（聖隷佐倉市民病院 リハビリテーション室）

20:00〜 特別講話
 コロナの中でのリエゾン、今大切なこと 
 ／山本智章先生（新潟リハビリテーション病院 院長）

20:30〜 質疑応答、ディスカッション
21:00 閉室

申込方法 HAP研修申込管理システム（HAPのHPに掲載）よりお申し込みください
参　加　費 HAP会員非会員問わず　1回…500円（8回チケット3000円の申込も出来ます）
 学生無料　◎日本薬剤師研修センター研修受講シール１単位（申請予定）
開　　催 月に1度程度開催を目指しています（最初の8回日程決定済み）
発　起　人 宮原富士子　あさくさOLSリエゾンチーム・NPO法人HAP
 加藤木丈英先生　聖隷佐倉市民病院

OLS骨粗鬆症リエゾンサービス
学びの会（OLS Café＠あさくさ）

日 程　 講義内容

第4回
令和２年 
11月26日木

・薬局でよくある骨粗鬆症の話題／宮原富士子
・理学療法士の指導　作業療法士の指導 
　具体的な内容紹介　さくらモデルにおける薬剤師の役割 
　／加藤木丈英
・コロナの中でのリエゾン、今大切なこと 
　／山本智章先生　

どうしても間に合わなかった場合は
myanko@vividlady.com
またはFax:03-3876-9084
までご連絡ください

日本薬剤師研修センター研修受講シールをご希望の
方は、申込書に薬剤師免許番号を記載願います。なお
氏名・薬剤師免許番号を含む受講者名簿は、公益財団
法人日本薬剤師研修センターに報告いたしますので、
あらかじめご了承ください。

＊認定シール発行条件：①当日は顔が見える形での参
加をいただく、②実際に参加されているかをこちらで随
時確認させていただく、③キーワードが3個でますので
当日の24時までに登録フォームに入力いただく、④キー
ワードが間違っていた場合はシールは発行しない、⑤シー
ルは後日郵便（レターパック）で発送するが、発送にはそ
の郵送管理500円が当日までに支払われていることを
原則とする、⑥郵送管理費、参加費は返金はしない。

【申込締め切り】
開催日の1週間前まで

薬剤師認定シール希望の方は
原則4週間前の10月29日まで

薬剤師定員：50名

BASEで
お支払い

HAP研修申込
管理システム



【主催】特定非営利活動法人Healthy Aging Projects for Women （NPO法人HAP）

（NPO 法人 HAPはZOOM
コンサルティング会社と提
携して安全確保に努めた形
式での開催を考えています）

第6回：令和3年1/28木／第7回：令和3年2/25木／第8回：令和3年3/25木

骨粗鬆症による骨折の初発を防ぎ、再骨折を防ぎ、人生謳歌して自
分らしく生きるを応援するOLSチームが学び語り合い、知恵と技
を共有するWEBカフェサロンの立上げを企画いたしました。下
記内容にてオンライン研修会（ZOOMによるWeb開催)を開講
いたします。興味関心のある皆さまのご参加をお待ちしています。

骨粗鬆症マネジャーおよび骨粗鬆症マネジャーを目指す
医療介護者、及びその活動に賛同する医療介護者　等

対 象

＜プログラム＞
18:45 開室、ZOOMの使い方レッスン
19:00〜 プロローグ 
 ／宮原富士子（薬剤師）（NPO法人HAP）
19:10〜 幸手薬剤師会の取組み 
 ／関谷陽子薬剤師（幸手薬剤師会 会長）
19:30〜 栄養指導
 ／時田美恵子管理栄養士（東埼玉総合病院）
19:50〜 美立ロコモ道場 
 ／渡會公治先生 
              （帝京科学大学医学教育センター教授・美立健康協会代表）
20:45〜 質疑応答、ディスカッション
21:00 閉室

申込方法 HAP研修申込管理システム（HAPのHPに掲載）よりお申し込みください
参　加　費 HAP会員非会員問わず　1回…500円（8回チケット3000円の申込も出来ます）
 学生無料　◎日本薬剤師研修センター研修受講シール１単位（申請予定）
開　　催 月に1度程度開催を目指しています（最初の8回日程決定済み）
発　起　人 宮原富士子　あさくさOLSリエゾンチーム・NPO法人HAP
 加藤木丈英先生　聖隷佐倉市民病院

OLS骨粗鬆症リエゾンサービス
学びの会（OLS Café＠あさくさ）

日 程　 講義内容

第5回
令和２年 
12月24日木

・薬局でよくある骨粗鬆症の話題／宮原富士子
・幸手薬剤師会の取組み／関谷陽子薬剤師
・栄養指導／時田美恵子管理栄養士
・美立ロコモ道場／渡會公治先生　

どうしても間に合わなかった場合は
myanko@vividlady.com
またはFax:03-3876-9084
までご連絡ください

日本薬剤師研修センター研修受講シールをご希望の
方は、申込書に薬剤師免許番号を記載願います。なお
氏名・薬剤師免許番号を含む受講者名簿は、公益財団
法人日本薬剤師研修センターに報告いたしますので、
あらかじめご了承ください。

＊認定シール発行条件：①当日は顔が見える形での参
加をいただく、②実際に参加されているかをこちらで随
時確認させていただく、③キーワードが3個でますので
当日の24時までに登録フォームに入力いただく、④キー
ワードが間違っていた場合はシールは発行しない、⑤シー
ルは後日郵便（レターパック）で発送するが、発送にはそ
の郵送管理500円が当日までに支払われていることを
原則とする、⑥郵送管理費、参加費は返金はしない。

【申込締め切り】
開催日の1週間前まで

薬剤師認定シール希望の方は
原則4週間前の11月26日まで

薬剤師定員：50名

BASEで
お支払い

HAP研修申込
管理システム



【主催】特定非営利活動法人Healthy Aging Projects for Women （NPO法人HAP）

（NPO 法人 HAPはZOOM
コンサルティング会社と提
携して安全確保に努めた形
式での開催を考えています）

第7回：令和3年2/25木／第8回：令和3年3/25木

骨粗鬆症による骨折の初発を防ぎ、再骨折を防ぎ、人生謳歌して自
分らしく生きるを応援するOLSチームが学び語り合い、知恵と技
を共有するWEBカフェサロンの立上げを企画いたしました。下
記内容にてオンライン研修会（ZOOMによるWeb開催)を開講
いたします。興味関心のある皆さまのご参加をお待ちしています。

骨粗鬆症マネジャーおよび骨粗鬆症マネジャーを目指す
医療介護者、及びその活動に賛同する医療介護者　等

対 象

申込方法 HAP研修申込管理システム（HAPのHPに掲載）よりお申し込みください
参　加　費 HAP会員非会員問わず　1回…500円（8回チケット3000円の申込も出来ます）
 学生無料　◎日本薬剤師研修センター研修受講シール１単位（申請予定）
開　　催 月に1度程度開催を目指しています（最初の8回日程決定済み）
発　起　人 宮原富士子　あさくさOLSリエゾンチーム・NPO法人HAP
 加藤木丈英先生　聖隷佐倉市民病院

OLS骨粗鬆症リエゾンサービス
学びの会（OLS Café＠あさくさ）

日 程　 講義内容

第6回
令和３年 
1月28日木

・骨粗鬆症マネジャーの活動
　／宮原富士子・加藤木丈英

・地域包括ケアにおける整形外科病院の役割
　／日高滋紀先生

どうしても間に合わなかった場合は
myanko@vividlady.com
またはFax:03-3876-9084
までご連絡ください

日本薬剤師研修センター研修受講シールをご希望の
方は、申込書に薬剤師免許番号を記載願います。なお
氏名・薬剤師免許番号を含む受講者名簿は、公益財団
法人日本薬剤師研修センターに報告いたしますので、
あらかじめご了承ください。

＊認定シール発行条件：①当日は顔が見える形での参
加をいただく、②実際に参加されているかをこちらで随
時確認させていただく、③キーワードが3個でますので
当日の24時までに登録フォームに入力いただく、④キー
ワードが間違っていた場合はシールは発行しない、⑤シー
ルは後日郵便（レターパック）で発送するが、発送にはそ
の郵送管理500円が当日までに支払われていることを
原則とする、⑥郵送管理費、参加費は返金はしない。

【申込締め切り】
開催日の1週間前まで

薬剤師認定シール希望の方は
原則4週間前の12月28日まで

薬剤師定員：50名

BASEで
お支払い

HAP研修申込
管理システム

＜プログラム＞
18:45 開室、ZOOMの使い方レッスン
19:00〜 骨粗鬆症マネジャーの活動
 ／宮原富士子（NPO法人HAP）
 　加藤木丈英（聖隷佐倉市民病院リハビリテーション室）

20:00〜 特別講話
 地域包括ケアにおける整形外科病院の役割 
 ／日高滋紀先生（日高整形外科病院 院長）

20:45〜 質疑応答、ディスカッション
21:00 閉室



【主催】特定非営利活動法人Healthy Aging Projects for Women （NPO法人HAP）

（NPO 法人 HAPはZOOM
コンサルティング会社と提
携して安全確保に努めた形
式での開催を考えています）

第8回：令和3年3/25木

骨粗鬆症による骨折の初発を防ぎ、再骨折を防ぎ、人生謳歌して自
分らしく生きるを応援するOLSチームが学び語り合い、知恵と技
を共有するWEBカフェサロンの立上げを企画いたしました。下
記内容にてオンライン研修会（ZOOMによるWeb開催)を開講
いたします。興味関心のある皆さまのご参加をお待ちしています。

骨粗鬆症マネジャーおよび骨粗鬆症マネジャーを目指す
医療介護者、及びその活動に賛同する医療介護者　等

対 象

申込方法 HAP研修申込管理システム（HAPのHPに掲載）よりお申し込みください
参　加　費 HAP会員非会員問わず　1回…500円（8回チケット3000円の申込も出来ます）
 学生無料　◎日本薬剤師研修センター研修受講シール１単位（申請予定）
開　　催 月に1度程度開催を目指しています（最初の8回日程決定済み）
発　起　人 宮原富士子　あさくさOLSリエゾンチーム・NPO法人HAP
 加藤木丈英先生　聖隷佐倉市民病院

OLS骨粗鬆症リエゾンサービス
学びの会（OLS Café＠あさくさ）

日 程　 講義内容

第7回
令和３年 
2月25日木

・骨粗鬆症マネジャーの活動
　／宮原富士子・加藤木丈英

・さあ世界へ羽ばたこう 
　～国内外のFLS/OLSから学ぶこと～
　／鈴木敦詞先生

どうしても間に合わなかった場合は
myanko@vividlady.com
またはFax:03-3876-9084
までご連絡ください

日本薬剤師研修センター研修受講シールをご希望の
方は、申込書に薬剤師免許番号を記載願います。なお
氏名・薬剤師免許番号を含む受講者名簿は、公益財団
法人日本薬剤師研修センターに報告いたしますので、
あらかじめご了承ください。

＊認定シール発行条件：①当日は顔が見える形での参
加をいただく、②実際に参加されているかをこちらで随
時確認させていただく、③キーワードが3個でますので
当日の24時までに登録フォームに入力いただく、④キー
ワードが間違っていた場合はシールは発行しない、⑤シー
ルは後日郵便（レターパック）で発送するが、発送にはそ
の郵送管理500円が当日までに支払われていることを
原則とする、⑥郵送管理費、参加費は返金はしない。

【申込締め切り】
開催日の1週間前まで

薬剤師認定シール希望の方は
原則4週間前の1月28日まで

薬剤師定員：50名

BASEで
お支払い

HAP研修申込
管理システム

＜プログラム＞
18:45 開室、ZOOMの使い方レッスン
19:00〜 骨粗鬆症マネジャーの活動
 ／宮原富士子（NPO法人HAP）
 　加藤木丈英（聖隷佐倉市民病院リハビリテーション室）

20:00〜 特別講話
 さあ世界へ羽ばたこう	
	 ～国内外のFLS/OLSから学ぶこと～ 
 ／鈴木敦詞先生 
 （藤田医科大学医学部内分泌・代謝内科学講座 教授）

20:45〜 質疑応答、ディスカッション
21:00 閉室



【主催】特定非営利活動法人Healthy Aging Projects for Women （NPO法人HAP）

（NPO 法人 HAPはZOOM
コンサルティング会社と提
携して安全確保に努めた形
式での開催を考えています）

骨粗鬆症による骨折の初発を防ぎ、再骨折を防ぎ、人生謳歌して自
分らしく生きるを応援するOLSチームが学び語り合い、知恵と技
を共有するWEBカフェサロンの立上げを企画いたしました。下
記内容にてオンライン研修会（ZOOMによるWeb開催)を開講
いたします。興味関心のある皆さまのご参加をお待ちしています。

骨粗鬆症マネジャーおよび骨粗鬆症マネジャーを目指す
医療介護者、及びその活動に賛同する医療介護者　等

対 象

申込方法 HAP研修申込管理システム（HAPのHPに掲載）よりお申し込みください
参　加　費 HAP会員非会員問わず　1回…500円（8回チケット3000円の申込も出来ます）
 学生無料　◎日本薬剤師研修センター研修受講シール１単位（申請予定）
開　　催 月に1度程度開催を目指しています（最初の8回日程決定済み）
発　起　人 宮原富士子　あさくさOLSリエゾンチーム・NPO法人HAP
 加藤木丈英先生　聖隷佐倉市民病院

OLS骨粗鬆症リエゾンサービス
学びの会（OLS Café＠あさくさ）

日 程　 講義内容

第8回
令和３年 
3月25日木

・骨粗鬆症マネジャーの活動
　／宮原富士子・加藤木丈英

・骨卒中を防ごう 
　～骨粗鬆症のABCから最新情報まで～
　／萩野 浩先生

どうしても間に合わなかった場合は
myanko@vividlady.com
またはFax:03-3876-9084
までご連絡ください

日本薬剤師研修センター研修受講シールをご希望の
方は、申込書に薬剤師免許番号を記載願います。なお
氏名・薬剤師免許番号を含む受講者名簿は、公益財団
法人日本薬剤師研修センターに報告いたしますので、
あらかじめご了承ください。

＊認定シール発行条件：①当日は顔が見える形での参
加をいただく、②実際に参加されているかをこちらで随
時確認させていただく、③キーワードが3個でますので
当日の24時までに登録フォームに入力いただく、④キー
ワードが間違っていた場合はシールは発行しない、⑤シー
ルは後日郵便（レターパック）で発送するが、発送にはそ
の郵送管理500円が当日までに支払われていることを
原則とする、⑥郵送管理費、参加費は返金はしない。

【申込締め切り】
開催日の1週間前まで

薬剤師認定シール希望の方は
原則4週間前の2月25日まで

薬剤師定員：50名

BASEで
お支払い

HAP研修申込
管理システム

＜プログラム＞
18:45 開室、ZOOMの使い方レッスン
19:00〜 骨粗鬆症マネジャーの活動
 ／宮原富士子（NPO法人HAP）
 　加藤木丈英（聖隷佐倉市民病院リハビリテーション室）

20:00〜 特別講話
 骨卒中を防ごう	
	 ～骨粗鬆症のABCから最新情報まで～ 
 ／萩野 浩先生（鳥取大学医学部保健学科 教授）

20:45〜 質疑応答、ディスカッション
21:00 閉室




