
NPO 法人 HAP 主催 

女性の健康支援を学ぶ WEB セミナー 
 ～産婦人科領域を軸として～ 

 
女性の健康支援プロジェクト NPO 法人HAP は、女性のライフステージに応じた健康管理と疾病管理 

（以下「ウィメンズヘルスケア」という）の改善とその向上を図るための情報を伝え、社会にウィメンズ 

ヘルスケアのあり方を提言し、その活動により女性の QOL 向上に貢献する事を目的とする NPO 法人です。 

下記内容にてオンライン講座(ZOOM による Web 開催)を開講いたします。興味関心のある皆様のご参加

をお待ちしています。（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） 

 

講師： 柴田綾子先生（淀川キリスト教病院 産婦人科 医師） 

 

ナビゲーター：宮原富士子（NPO 法人 HAP 理事長 薬剤師）  

プログラム：19:00～ 開室  19:15～19:25 ナビゲートトーク 

2020 春コロナ災禍におけるかかりつけ薬剤師としての活動 

理事長 宮原富士子  

19:25～20:10 レクチャー講話 柴田綾子先生 
 

20:10～ 放課後トーク（クロストーク＆質疑応答等） 20:45 閉室 

 
参加費： １講座につき ： HAP 会員 1,000 円・非会員 1,500 円 

※ HAP 主催のすべてのオンライン講座で使えるチケット回数券（500 円×11 枚綴り ＝ 

5,000 円）のご利用も可能です (会員・非会員に限らずご利用頂けます)。 

 
参考テキスト：「“女性の健康力"サポートブック」宮原富士子・松本佳代子著 薬事日報社   

 

講義で紹介。ご希望の方は添付よりお申込みください。HAP 特別価格 2,000 円 
 

 

申込締め切り：各開催日の１週間前まで （ご協力ください） 

 日 程  講義内容  参考図書 

第 1 回 令和 2 年 7月 10 日（金） 日本のHPV ワクチンの現状とこれから P122～124 

第 2 回 令和 2 年 7月 30 日（木） 
実践緊急避妊ピル 
～マイナートラブルと対処法～ 

P60～64 

第 3 回 令和 2 年 8月 21 日（金） 妊娠中や授乳中の薬の質問集 P78、88 

第 4 回 令和 2 年 9月 18 日（金） 
薬局で支援する生理のトラブル① 
～生理痛とピル編～  

P24～45 

第 5 回 令和2年10月16日（金） 
薬局で支援する生理のトラブル② 
～生理不順と PMS 編～ 

P24～45 

第 6 回 令和2年11月27日（金） 妊娠検査薬や排卵検査薬の使い方アドバイス P21、74 

第 7 回 令和2年12月18日（金） 
更年期症状への生活アドバイスと 
ホルモン補充療法 

P112～116 

第 8 回 令和 3 年 1月 15 日（金） 
更年期女性の健康支援 
～尿もれや骨粗しょう症対策～ 

P130～146 

第 9 回 令和 3 年 2月 19 日（金） 
思春期女性が持つ悩みへの答えかた 
～避妊と性感染症編～  

P48、 

P100～109 

第10回 令和 3 年 3月 19 日（金） 子宮がん検診の実際 P120、121 

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

事務局 〒111-0032 東京都台東区浅草 3-4-1          HAP で検索できます。 

   Tel：03-5824-0495 Faｘ：03-3876-9084  Email： asakusao@hap-fw.org 

mailto:asakusao@hap-fw.org


 

 

NPO 法人 HAP 主催 

女性の健康支援を学ぶ WEB セミナー 
 ～産婦人科領域を軸として～ 

 
女性の健康支援プロジェクト NPO 法人HAP は、女性のライフステージに応じた健康管理と疾病管理 

（以下「ウィメンズヘルスケア」という）の改善とその向上を図るための情報を伝え、社会にウィメンズ 

ヘルスケアのあり方を提言し、その活動により女性の QOL 向上に貢献する事を目的とする NPO 法人です。 

下記内容にてオンライン講座(ZOOM による Web 開催)を開講いたします。興味関心のある皆様のご参加

をお待ちしています。（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） 

 

講師： 柴田綾子先生（淀川キリスト教病院 産婦人科 医師） 

 

ナビゲーター：宮原富士子（NPO 法人 HAP 理事長 薬剤師）  

 

プログラム：19:00～   開室 
19:15～19:25  ナビゲートトーク HAP 理事長 宮原富士子 

「2020 春コロナ災禍におけるかかりつけ薬剤師としての活動」 

 

19:25～20:10 レクチャー講話 柴田綾子先生 
 

20:10～  放課後トーク（クロストーク＆質疑応答等） 

20:45   閉室 

 

参加費： HAP 会員 1,000 円・非会員 1,500 円 

参考テキスト：「“女性の健康力”サポートブック」宮原富士子・松本佳代子著 

講義で使用します。ご希望の方は添付よりお申込みください。HAP 特別価格 2,000 円 

定員：300 名までを予定（お早めにお申し込みください） 

 

申込方法等：添付の参加申込書を、FAX 又はメール添付にてお送りください。 
① FAX にて  03-3876-9084（NPO 法人 HAP 事務局） 

② メールにて myanko@vividlady.com（宮原宛） 

〆切は 8 月 14 日です。ご協力ください。 

 

 日 程  講義内容  参考図書 

第 3 回 令和 2 年 8月 21 日（金） 妊娠中や授乳中の薬の質問集 P78、88 

 

 

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

事務局 〒111-0032 東京都台東区浅草 3-4-1          HAP で検索できます。 

お問い合わせはメールでお願いします  Email： myanko@vividlady.com  

HAPチケット回数券※ 

購入が便利です！ 
（500 円×11 枚=5,000 円） 

※詳細は申込書をご確認ください 

8 月 

開催

分 

mailto:myanko@vividlady.com
mailto:myanko@vividlady.com


 

 

NPO 法人 HAP 主催 

女性の健康支援を学ぶ WEB セミナー 
 ～産婦人科領域を軸として～ 

 
女性の健康支援プロジェクト NPO 法人HAP は、女性のライフステージに応じた健康管理と疾病管理 

（以下「ウィメンズヘルスケア」という）の改善とその向上を図るための情報を伝え、社会にウィメンズ 

ヘルスケアのあり方を提言し、その活動により女性の QOL 向上に貢献する事を目的とする NPO 法人です。 

下記内容にてオンライン講座(ZOOM による Web 開催)を開講いたします。興味関心のある皆様のご参加

をお待ちしています。（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） 

 

講師： 柴田綾子先生（淀川キリスト教病院 産婦人科 医師） 

 

ナビゲーター：宮原富士子（NPO 法人 HAP 理事長 薬剤師）  

 

プログラム：19:00～   開室 
19:15～19:25  ナビゲートトーク HAP 理事長 宮原富士子 

「2020 春コロナ災禍におけるかかりつけ薬剤師としての活動」 

 

19:25～20:10 レクチャー講話 柴田綾子先生 
 

20:10～  放課後トーク（クロストーク＆質疑応答等） 

20:45   閉室 

 

参加費： HAP 会員 1,000 円・非会員 1,500 円 

参考テキスト：「“女性の健康力”サポートブック」宮原富士子・松本佳代子著 

講義で使用します。ご希望の方は添付よりお申込みください。HAP 特別価格 2,000 円 

定員：300 名までを予定（お早めにお申し込みください） 

 

申込方法等：添付の参加申込書を、FAX 又はメール添付にてお送りください。 
① FAX にて  03-3876-9084（NPO 法人 HAP 事務局） 

② メールにて myanko@vividlady.com（宮原宛） 

〆切は 9 月 11 日です。ご協力ください。 

 

 日 程  講義内容  参考図書 

第 4 回 令和 2 年 9月 18 日（金） 
薬局で支援する生理のトラブル① 
～生理痛とピル編～ 

P24～45 

 

 

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

事務局 〒111-0032 東京都台東区浅草 3-4-1          HAP で検索できます。 

お問い合わせはメールでお願いします  Email： myanko@vividlady.com  

HAPチケット回数券※ 

購入が便利です！ 
（500 円×11 枚=5,000 円） 

※詳細は申込書をご確認ください 

9 月 

開催

分 

mailto:myanko@vividlady.com
mailto:myanko@vividlady.com


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

性と生殖に関する健康と権利（セクシュアルリプロダクティブヘルス＆ライツ）を守るために医療者、大人ができることは？
性暴力、性感染症、避妊、中絶などの現状を知り、一緒に考えていきましょう。

【講師プロフィール】　
産婦人科専門医／筑波大学大学院社会精神保健学分野博士課程
1984年、神奈川県生まれ。2005年、聖マリアンナ医科大学在学中より性教育の活
動を始める。正しい知識を説明するだけでなく自分や友人の経験を本音で語る講
演は「心に響く」と中高生から人気を集め、全国700ヶ所以上で実施。
2011年～2017年亀田総合病院勤務。
2017年～湘南藤沢徳洲会病院などで非常勤。
現在、大学院で性暴力、人工妊娠中絶についての調査を行う。
著書『ひとりじゃない』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）、DVD教材『自分と相
手を大切にするって？えんみちゃんからのメッセージ』（日本家族計画協会）

女性の健康支援を学ぶWEBセミナー
中高生の声から考える
性教育と性の健康を守る

医療の課題

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9月4日まで

＜注意事項＞
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お願いします。
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きます。
③キーワードが3個出ますの で当日の24時までに登録フォームに入力をお願いします。
④キーワードが間違っていた 場合はシールは発行できません、
⑤シールは後日郵便（レターパック）で発送します。
　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が必要となります。
⑥郵送管理費、参加費は返金はできません。

日本薬剤師研修センター研修受講シール 発行手数料（送料含む）　500円
薬剤師（認定シール希望の方⇒薬剤師免許番号：　　　　　　　　　　　　）

〈参加費〉HAP会員1,000円／非会員1,500円
◎HAPチケット回数券購入が便利です！ （500円×11枚=5,000円） 

イラスト：春柴

（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）

令和2年10月2日㈮ 19:30~
21:00

講師 遠見才希子先生（産婦人科医）

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）

BASEでお支払いPeatixで申し込み



	

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

下記内容にてオンライン講座(ZOOM による Web 開催)を開講いたします。
興味関心のある皆様のご参加をお待ちしています。

女性の健康支援プロジェクトNPO法人HAPは、女性のライフステージに応じた健康管理と疾病管理 （以下「ウィメンズヘルスケア」という）の改善とその
向上を図るための情報を伝え、社会にウィメンズヘルスケアのあり方を提言し、その活動により女性のQOL 向上に貢献する事を目的とするNPO法人です。

女性の健康支援を学ぶ
WEBセミナー
～産婦人科領域を軸として～

（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）

講師：柴田綾子先生
（淀川キリスト教病院 産婦人科 医師）

ナビゲーター：宮原富士子
（NPO法人HAP 理事長 薬剤師）

（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）

〈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9月18日まで

〈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
〈最大定員〉300名（薬剤師受講シール希望者150名）／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）

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個出ますので当日の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。

令和2年10月16日（金） 第5回 

「“女性の健康力”サポートブック」
宮原富士子・松本佳代子著 

講義で使用します。
ご希望の方は添付よりお申込みください。

HAP 特別価格 2,000 円 

参考
テキスト

18:45～ 開室
19:00～19:40 女性のためのお薬手帳/月経記録シート/
	 プレコンセプションチェックシートについて
	 宮原富士子
19:40～20:40 薬局で支援する生理のトラブル②
	 ～生理不順とPMS編～（参考図書P24～45）

	 柴田綾子先生
 質疑応答
21:00 閉室

〈参　加　費〉HAP会員1,000円／非会員1,500円

プログラム

HAP研修申込
管理システム

BASE払い
非会員

BASE払い
HAP会員



	

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

下記内容にてオンライン講座(ZOOM による Web 開催)を開講いたします。
興味関心のある皆様のご参加をお待ちしています。

女性の健康支援プロジェクトNPO法人HAPは、女性のライフステージに応じた健康管理と疾病管理 （以下「ウィメンズヘルスケア」という）の改善とその
向上を図るための情報を伝え、社会にウィメンズヘルスケアのあり方を提言し、その活動により女性のQOL 向上に貢献する事を目的とするNPO法人です。

女性の健康支援を学ぶ
WEBセミナー
～産婦人科領域を軸として～

（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）

講師：柴田綾子先生
（淀川キリスト教病院 産婦人科 医師）

ナビゲーター：宮原富士子
（NPO法人HAP 理事長 薬剤師）

（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）

〈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10月30日まで

〈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
〈最大定員〉300名（薬剤師受講シール希望者150名）／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）

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個出ますので当日の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。

令和2年11月27日（金） 第6回 

「“女性の健康力”サポートブック」
宮原富士子・松本佳代子著 

講義で使用します。
ご希望の方は添付よりお申込みください。

HAP 特別価格 2,000 円

参考
テキスト

18:45～ 開室
19:00～19:40 女性のためのお薬手帳/月経記録シート/
	 プレコンセプションチェックシートについて
	 宮原富士子
19:40～20:40 妊娠検査薬や排卵検査薬の使い方
	 アドバイス（参考図書P21・74）

	 柴田綾子先生
 質疑応答
21:00 閉室

〈参　加　費〉HAP会員1,000円／非会員1,500円

プログラム

HAP研修申込
管理システム

BASE払い
非会員

BASE払い
HAP会員



	

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

下記内容にてオンライン講座(ZOOM による Web 開催)を開講いたします。
興味関心のある皆様のご参加をお待ちしています。

女性の健康支援プロジェクトNPO法人HAPは、女性のライフステージに応じた健康管理と疾病管理 （以下「ウィメンズヘルスケア」という）の改善とその
向上を図るための情報を伝え、社会にウィメンズヘルスケアのあり方を提言し、その活動により女性のQOL 向上に貢献する事を目的とするNPO法人です。

女性の健康支援を学ぶ
WEBセミナー
～産婦人科領域を軸として～

（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）

講師：柴田綾子先生
（淀川キリスト教病院 産婦人科 医師）

ナビゲーター：宮原富士子
（NPO法人HAP 理事長 薬剤師）

（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）

〈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11月20日まで

〈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
〈最大定員〉300名（薬剤師受講シール希望者150名）／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）

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個出ますので当日の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。

令和2年12月18日（金） 第7回 

「“女性の健康力”サポートブック」
宮原富士子・松本佳代子著 

講義で使用します。
ご希望の方は添付よりお申込みください。

HAP 特別価格 2,000 円

参考
テキスト

18:45～ 開室
19:00～19:40 女性のためのお薬手帳/月経記録シート/
	 プレコンセプションチェックシートについて
	 宮原富士子
19:40～20:40 更年期症状への生活アドバイスと
	 ホルモン補充療法（参考図書P112～116）

	 柴田綾子先生
 質疑応答
21:00 閉室

〈参　加　費〉HAP会員1,000円／非会員1,500円

プログラム

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）

【講師プロフィール】　
埼玉医科大学　医療人育成支援センター・
地域医学推進センター／産婦人科
山形大学医学部卒業。埼玉医科大学総合医療センター研修医、埼
玉医科大学病院産婦人科助教、埼玉医科大学地域医学医療セン
ター助教を経て、現職。年間120回以上、全国の小学校・中学校・
高等学校にて性教育の講演を行っている。 NHK「あさイチ」、「ハー
トネットTV」、「夏休み!ラジオ保健室～10代の性 悩み相談～」
に出演、AbemaTVドラマ「17.3 about a sex」、ピル情報の総
合サイト「ピルにゃん」、家庭でできる性教育サイト「命育」を監修。
著書：「サッコ先生と！からだこころ研究所」(2020)　医療監修
本：「からだと性の教科書」(2019)

女性の健康支援を学ぶWEBセミナー

どうやって伝える？
性教育とHPVワクチン

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12月17日まで

＜注意事項＞
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個出ますので当日の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）で発送します。 
発送にはその郵送管理費500円がかかります。シール発送時に請求書を同封します。

〈参加費〉HAP会員1,000円／非会員1,500円

イラスト：春柴

（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）

令和3年1月14日㈭ 19:00~
20:30

講師 高橋幸子先生（産婦人科医）

日本薬剤師研修センター研修受講シール 発行手数料（送料含む）　500円

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）

お申し込みは
HAP申込管理
システムから

BASEでお支払い
HAP会員用

BASEでお支払い
非会員用



	

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

下記内容にてオンライン講座(ZOOM による Web 開催)を開講いたします。
興味関心のある皆様のご参加をお待ちしています。

女性の健康支援プロジェクトNPO法人HAPは、女性のライフステージに応じた健康管理と疾病管理 （以下「ウィメンズヘルスケア」という）の改善とその
向上を図るための情報を伝え、社会にウィメンズヘルスケアのあり方を提言し、その活動により女性のQOL 向上に貢献する事を目的とするNPO法人です。

女性の健康支援を学ぶ
WEBセミナー
～産婦人科領域を軸として～

（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）

講師：柴田綾子先生
（淀川キリスト教病院 産婦人科 医師）

ナビゲーター：宮原富士子
（NPO法人HAP 理事長 薬剤師）

（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）

〈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12月18日まで

〈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
〈最大定員〉300名（薬剤師受講シール希望者150名）／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）

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個出ますので当日の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。

令和3年1月15日（金） 第8回 

「“女性の健康力”サポートブック」
宮原富士子・松本佳代子著 

講義で使用します。
ご希望の方は添付よりお申込みください。

HAP 特別価格 2,000 円

参考
テキスト

18:45～ 開室
19:00～19:40 女性のためのお薬手帳/月経記録シート/
	 プレコンセプションチェックシートについて
	 宮原富士子
19:40～20:40 更年期女性の健康支援
	 ～尿もれや骨粗しょう症対策～	 （参考図書P130～146）

	 柴田綾子先生
 質疑応答
21:00 閉室

〈参　加　費〉HAP会員1,000円／非会員1,500円

プログラム

HAP研修申込
管理システム

BASE払い
非会員

BASE払い
HAP会員



	

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

下記内容にてオンライン講座(ZOOM による Web 開催)を開講いたします。
興味関心のある皆様のご参加をお待ちしています。

女性の健康支援プロジェクトNPO法人HAPは、女性のライフステージに応じた健康管理と疾病管理 （以下「ウィメンズヘルスケア」という）の改善とその
向上を図るための情報を伝え、社会にウィメンズヘルスケアのあり方を提言し、その活動により女性のQOL 向上に貢献する事を目的とするNPO法人です。

女性の健康支援を学ぶ
WEBセミナー
～産婦人科領域を軸として～

（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）

講師：柴田綾子先生
（淀川キリスト教病院 産婦人科 医師）

ナビゲーター：宮原富士子
（NPO法人HAP 理事長 薬剤師）

（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）

〈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1月22日まで

〈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
〈最大定員〉300名（薬剤師受講シール希望者150名）／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）

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個出ますので当日の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。

令和3年2月19日（金） 第9回 

「“女性の健康力”サポートブック」
宮原富士子・松本佳代子著 

講義で使用します。
ご希望の方は添付よりお申込みください。

HAP 特別価格 2,000 円

参考
テキスト

18:45～ 開室
19:00～19:40 女性のためのお薬手帳/月経記録シート/
	 プレコンセプションチェックシートについて
	 宮原富士子
19:40～20:40 思春期女性が持つ悩みへの答えかた
	 ～避妊と性感染症編～	 （参考図書P48・P100～109）

	 柴田綾子先生
 質疑応答
21:00 閉室

〈参　加　費〉HAP会員1,000円／非会員1,500円

プログラム

HAP研修申込
管理システム

BASE払い
非会員

BASE払い
HAP会員



	

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

下記内容にてオンライン講座(ZOOM による Web 開催)を開講いたします。
興味関心のある皆様のご参加をお待ちしています。

女性の健康支援プロジェクトNPO法人HAPは、女性のライフステージに応じた健康管理と疾病管理 （以下「ウィメンズヘルスケア」という）の改善とその
向上を図るための情報を伝え、社会にウィメンズヘルスケアのあり方を提言し、その活動により女性のQOL 向上に貢献する事を目的とするNPO法人です。

女性の健康支援を学ぶ
WEBセミナー
～産婦人科領域を軸として～

（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）

講師：柴田綾子先生
（淀川キリスト教病院 産婦人科 医師）

ナビゲーター：宮原富士子
（NPO法人HAP 理事長 薬剤師）

（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）

〈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2月19日まで

〈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
〈最大定員〉300名（薬剤師受講シール希望者150名）／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）

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個出ますので当日の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。

令和3年3月19日（金） 第10回 

「“女性の健康力”サポートブック」
宮原富士子・松本佳代子著 

講義で使用します。
ご希望の方は添付よりお申込みください。

HAP 特別価格 2,000 円

参考
テキスト

18:45～ 開室
19:00～19:40 女性のためのお薬手帳/月経記録シート/
	 プレコンセプションチェックシートについて
	 宮原富士子
19:40～20:40 子宮がん検診の実際	 （参考図書P120～121）

	 柴田綾子先生
 質疑応答
21:00 閉室

〈参　加　費〉HAP会員1,000円／非会員1,500円

プログラム

HAP研修申込
管理システム

BASE払い
非会員

BASE払い
HAP会員




