
【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
 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
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9回
令和３年 
4月28日水

・骨粗鬆症マネジャーの活動
　／宮原富士子・加藤木丈英

・超高齢社会での骨折予防の意義 
　ー注射製剤の動向と服薬指導も含めてー
　／池田 聡 先生

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、NPO法人HAPのHP掲載 「HAP研修申込管理
システム」に登録願います。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。

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4週間前の3月30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）

19:45〜 特別講話
 超高齢社会での骨折予防の意義	
	 ー注射製剤の動向と服薬指導も含めてー 
 ／池田 聡 先生（健愛記念病院 整形外科）

20:30〜 質疑応答、ディスカッション
21:00 閉室

日本骨粗鬆症学会骨粗鬆症マネージャー教育研修会認定更新のための研修単位　3単位



【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

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

令和３年 
6月23日水
19:00~20：40

⃝ 骨粗鬆症マネジャーの活動
　／宮原富士子

⃝ リウマチ・関節疾患を考える
　／田中郁子 先生

【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）

19:30〜 特別講話
 リウマチ・関節疾患を考える 

 田中郁子 先生
 （医療法人IRO 名古屋膠原病リウマチ痛風クリニック・
 （医療法人IRO 三重膠原病リウマチ痛風クリニック）

20:20〜 質疑応答
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
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）

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

日本骨粗鬆症学会骨粗鬆症マネージャー教育研修会
認定更新のための研修単位　3単位（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、NPO法人HAPの
HP掲載 「HAP研修申込管理システム」
に登録願います。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、⑥参加費、シール郵送管理費の返金はしない。

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）

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

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

令和３年 
7月21日水
19:00~20：40

⃝ 骨粗鬆症による骨折の初発防止、再骨折防止を 
　 地域のかかりつけ薬剤師が本領発揮
　 ／宮原富士子

⃝ 特別講話 
　 産婦人科の視点からみた骨粗鬆症
　 ／荒木 修 先生

【プログラム】

18:45 開室、ZOOMの使い方レッスン

19:00〜 骨粗鬆症による骨折の初発防止、再骨折防止を	
	 地域のかかりつけ薬剤師が本領発揮
 宮原富士子（NPO法人HAP）

19:30〜 特別講話

 産婦人科の視点からみた	
	 骨粗鬆症
 荒木 修 先生 （横浜労災病院　女性ヘルスケア部）

20:20〜 質疑応答
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
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）

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

日本骨粗鬆症学会骨粗鬆症マネージャー教育研修会
認定更新のための研修単位　3単位（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、NPO法人HAPの
HP掲載 「HAP研修申込管理システム」
に登録願います。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、⑥参加費、シール郵送管理費の返金はしない。

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）

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

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

令和３年 
8月11日水
19:00~20：40

⃝ 骨粗鬆症マネジャーの活動
　／宮原富士子

⃝ ロコモ度3を詳しく知って、薬局から発信
　／吉村典子 先生

【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）

19:30〜 特別講話

 ロコモ度3を詳しく知って、
	 薬局から発信
 吉村典子 先生 （東京大学大学院医学系研究科 ロコモ予防学講座）

20:20〜 質疑応答
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
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）

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

日本骨粗鬆症学会骨粗鬆症マネージャー教育研修会
認定更新のための研修単位　3単位（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、NPO法人HAPの
HP掲載 「HAP研修申込管理システム」
に登録願います。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、⑥参加費、シール郵送管理費の返金はしない。

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）

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

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

令和３年 
10月14日木
19:00~20：40

⃝ 骨粗鬆症による骨折の初発防止、再骨折防止を 
　 地域のかかりつけ薬剤師が本領発揮
　／宮原富士子
⃝ 診療所と調剤薬局との連携による 
　 OLS活動の実際
　／鶴上浩 先生

【プログラム】

18:45 開室、ZOOMの使い方レッスン

19:00〜 骨粗鬆症による骨折の初発防止、再骨折防止を	
	 地域のかかりつけ薬剤師が本領発揮
 宮原富士子（NPO法人HAP）

19:30〜 特別講話

 診療所と調剤薬局との連携による	
	 OLS活動の実際
 鶴上浩 先生 （鶴上整形外科リウマチ科　院長）

20:20〜 質疑応答
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
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）

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

日本骨粗鬆症学会骨粗鬆症マネージャー教育研修会
認定更新のための研修単位　3単位（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、NPO法人HAPの
HP掲載 「HAP研修申込管理システム」
に登録願います。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、⑥参加費、シール郵送管理費の返金はしない。

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）

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

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

令和３年 
11月17日水
19:00~20：40

⃝ 骨粗鬆症による骨折の初発防止、再骨折防止を 
　 地域のかかりつけ薬剤師が本領発揮
　 ／宮原富士子

⃝ 特別講話 
　 ロコモティブシンドロームと 
　 骨粗鬆症マネジメント
　 ／田中 栄 先生

【プログラム】

18:45 開室、ZOOMの使い方レッスン

19:00〜 骨粗鬆症による骨折の初発防止、再骨折防止を	
	 地域のかかりつけ薬剤師が本領発揮
 宮原富士子（NPO法人HAP）

19:30〜 特別講話

 ロコモティブシンドロームと	
	 骨粗鬆症マネジメント
 田中 栄 先生 （東京大学大学院　医学系研究科　整形外科学　教授）

20:20〜 質疑応答
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
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）

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

日本骨粗鬆症学会骨粗鬆症マネージャー教育研修会
認定更新のための研修単位　3単位（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、NPO法人HAPの
HP掲載 「HAP研修申込管理システム」
に登録願います。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、⑥参加費、シール郵送管理費の返金はしない。

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）

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

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

令和４年 
1月12日水
19:00~20：40

⃝ 骨粗鬆症マネジャーの活動
　／宮原富士子

⃝ 転ばない上手な体の動かし方
　／渡會公治 先生

【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）

19:30〜 特別講話

 転ばない上手な体の動かし方
 渡會公治 先生 （美立健康協会・帝京科学大学医学教育センター）

20:20〜 質疑応答
21:00 閉室

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、NPO法人HAPの
HP掲載 「HAP研修申込管理システム」
に登録願います。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、⑥参加費、シール郵送管理費の返金はしない。

HAP研修申込
管理システム

〈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
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）

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

日本骨粗鬆症学会骨粗鬆症マネージャー教育研修会
認定更新のための研修単位　3単位（予定）



【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

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

令和４年 
3月23日水
19:00~20：40

⃝ 身近でできるロコモ予防・骨折防止のからだの動き
　 ／宮原富士子、加藤木丈英

⃝ 太極拳の健康効果について
　 骨粗鬆症による骨折予防に1つの光明
　 ／飯田健次

【プログラム】

18:45 開室、ZOOMの使い方レッスン

19:00〜 身近でできるロコモ予防・	
	 骨折防止のからだの動き
 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）

19:30〜 特別講話

 太極拳の健康効果について	
	 骨粗鬆症による骨折予防に1つの光明
 飯田健次（慶應義塾大学SFC研究所上席所員）

20:20〜 質疑応答
21:00 閉室

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、NPO法人HAPの
HP掲載 「HAP研修申込管理システム」
に登録願います。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、⑥参加費、シール郵送管理費の返金はしない。

HAP研修申込
管理システム

〈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
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）

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

日本骨粗鬆症学会骨粗鬆症マネージャー教育研修会
認定更新のための研修単位　3単位（予定）


