
2022年 5 月 12 日（木）19:00～20:35
https://live3.3esys.jp/streaming/janssen_pah220512/
＊Webからのご視聴方法につきましては裏面をご覧ください。
＊会場参加を希望される先生は、sshiga@its.jnj.comまで現地参加希望の旨ご連絡をお願い致します。
＊COVID-19感染予防のため、会場でのご聴講は先着20名までとさせて頂きます。

Program

座長

講演①

「当院における地域連携の取組み」

菅野 晃靖 先生
横浜市立大学医学部 循環器・腎臓・高血圧内科学 准教授

「肺動脈性肺高血圧症 地域連携目線でみる専門施設としての役割と機能」

共催：神奈川県内科医学会

リージョナルケアコーディネートグループは、肺高血圧症領域における製品の販売促進を目的としない
疾患啓発、診断、地域連携に関する医科学的情報の普及と情報交換の場を提供する活動をしています。

19:00～19:10

講演②

パネルディス

カッション
司会：

「迅速かつ継続的な医療連携が肺高血圧診療を向上させる。開業医の役割は？」

座長

19:10～19:45

19:45～20:20

20:20～20:30

パネリスト：田村 功一 先生 /小野 文明 先生 /菅野 晃靖 先生

岩澤 孝昌 神奈川県内科医学会 心臓血管病対策委員会

ヤンセンファーマ株式会社 PH・NS・IDV事業本部 肺高血圧症部門

ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル 1階「シルク」
〒220-8522 神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1

岩壁 央 先生
横浜市立大学附属病院 医学・病院統括部 地域連携課 副課長

小野 文明 先生
三保町内科・循環器クリニック 院長

田村 功一 先生
横浜市立大学医学部 循環器・腎臓・高血圧内科学 主任教授

國島 友之
神奈川県内科医学会 心臓血管病対策委員会

肺動脈性肺高血圧症における地域連携の重要性
“JN-COMPASS in KANAGAWA”

JN-COMPASS:Janssen and Nippon Shinyaku hope Inculcating
Coordinate Method with Passion in Pulmonary Hypertension

岩澤 孝昌
神奈川県内科医学会 心臓血管病対策委員会

『かかりつけ医から専門医に肺高血圧症疑いの患者さんを紹介する際の基準（患者さんの状態、タイミングなど）について』
『肺高血圧症診療・息切れ診療におけるCOVID-19による受診抑制にどう対応するか？』

20:30～20:35

日本新薬株式会社

ストラテジック カスタマー パートナーシップ部 リージョナル ケア コーディネートグループ
©︎Janssen Pharmaceutical K.K. 2022

URL

日時

会場

講演③

Closing

日本医師会生涯教育講座 73「慢性疾患・複合疾患の管理」、74「高血圧症」1.0単位が取得可能でございます。

mailto:sshiga@its.jnj.com


事前視聴確認や当日の視聴に関して、技術的なトラブルやご不明な点などがございましたら、こちらまでご連絡ください。

木村情報技術株式会社

サポート窓口 https://gjm.pw/form

平日9:00～18:00（土・日・祝日を除く）※本番当日はWebセミナー終了までサポートします

How to watch

ご視聴方法
◆ Webセミナーはインターネットを介して講演が配信されますので、

インターネットが使用できるPCまたはスマートフォンをご用意ください。

ID

PASSWORD

opsumit

0512jp

▼視聴推奨環境

■Windows   OS：Windows 11, Windows 10,  Windows 8.1
ブラウザ：Google Chrome 最新版, 
Microsoft Edge 最新版, Internet Explorer 11

■iPad/iPhone OS：iOS 14・iPadOS 14以降
ブラウザ：Safari 最新版

■Mac OS：macOS 最新版 ブラウザ: Safari最新版

■その他設定 Cookie, JavaScriptを有効にしてください。

※視聴環境を満たしていても、端末・回線状況によっては正常に視聴ができない場合がございます。
※OS・ブラウザの予期せぬアップデートにより視聴に影響が出る場合もございます。

■Android OS：Android 9以降
ブラウザ：Google Chrome 最新版

Webセミナーの本番視聴02

03

視聴ページへのアクセス

ブラウザを起動し画面上部のアドレスバーにURLを入力してください。

01

①ボタンが有効になりましたら、「本番視聴

はこちら」ボタンを押してください。

※本番当日1時間前から押下有効となります。

②ログイン画面に切り替わりましたら

IDとパスワードを入力してください。

③参加登録画面で必要事項を入力し、「登録」

ボタンを押すと視聴画面に切り替わります。

参加登録画面

ログイン画面

視聴画面

【質問フォーム】

講演中は質問を送ることができま

す。

◆インターネット回線は、できるだけ有線LANで接続をお願いいたします。

携帯電話回線のご使用は電波状況や回線速度などの影響を受け、動画や

音声が途切れる可能性がありますことを、あらかじめご了承ください。

JN-COMPASS in KANAGAWA

追いかけ再生の操作方法
追いかけ再生とは講演時間を遡って視聴可能になる機能です。 黄色の点部分を左へ動かすことで、

さかのぼって視聴ができます。

通常時間との時間差を表示しています。

【LIVE視聴】

【追いかけ再生】

※GoogleやYahoo!の検索欄からは視聴ページは表示されませんのでご注意ください。

https://live3.3esys.jp/streaming/janssen_pah220512/

下の画像からもアクセス

していただけます。

施設名

診療科

◆ご登録いただきました個人情報（ご芳名、ご所属先、メールアドレスなど）は、
ご出席の確認のため神奈川県内科医学会、日本新薬株式会社、弊社のみで使用し、
許可なく第三者に提供することはございません。
何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。



ヤ ン セ ン フ ァ ー マ 株 式 会 社 PH ・ NS ・ IDV 事 業 本 部 肺 高 血 圧 症 部 門
ストラテジック カスタマー パートナーシップ部 リージョナル ケア コーディネートグループ

お問い合わせ先

ヤンセンファーマ株式会社
PH・NS・IDV事業本部 肺高血圧症部門

リージョナルケア コーディネートグループ

志賀 翔平/柿下 千種
Mail： sshiga@its.jnj.com

TEL：080-2023-6636©︎Janssen Pharmaceutical K.K. 2022

依頼事項

＊会場参加を希望される先生は、sshiga@its.jnj.comまで現地参加希望の旨ご連絡をお願い致します。
＊COVID-19感染予防のため、ご聴講は先着20名までとさせて頂きます。
＊人数上限を超えた場合は、ご希望に添えない場合がありますこと、予めご理解を頂けますと幸いです。
＊情報交換会はございません。
＊ご来場の際は、マスクのご装着、受付での手指消毒へのご協力をお願いいたします。
＊COVID-19の感染状況により、ハイブリットからWeb配信に変更を行う可能性がございます。

予めご了承頂きますようお願い申し上げます。
＊タクシーチケットの配布にあたりましては、ご所属先の規定ならびに弊社の規定に沿って提供をさせて頂きます。

予めご了承頂きますようお願い申し上げます。

本会に関するお知らせ（個人情報の取り扱い、単位など）

＊本会は、日本医師会生涯教育講座 73「慢性疾患・複合疾患の管理」、74「高血圧症」1.0単位を申請予定としております。
＊ご登録いただきました個人情報（ご芳名、ご所属先、メールアドレスなど）は、ご出席の確認のため神奈川県内科医学会、

日本新薬株式会社、弊社のみで使用し許可なく第三者に提供することはございません。
何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

＊会に関するご質問は、 sshiga@its.jnj.comもしくは080-2023-6636までお願いいたします。
＊当日は、COVID-19感染対策*を行った上で開催をさせて頂きます。
*Webと現地とのハイブリット開催、定員の設定、社員・ホテル・配信会社スタッフのマスク着用、会場出入口アルコール消毒、

検温、演者席のパーテーションなど

共催：神奈川県内科医学会

日本新薬株式会社

★会場ご参加の先生へのご案内★

ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル

●会場●
ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル 1階「シルク」
〒220-8522 神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1

mailto:sshiga@its.jnj.com
mailto:sshiga@its.jnj.com
mailto:sshiga@its.jnj.com


拝啓

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。さて、この度、添付案内状の如く、肺動脈性肺高血圧症における地域連携の重要性を

テーマとした肺動脈性肺高血圧症における地域連携の重要性 “JN-COMPASS in KANAGAWA”を開催いたします。

肺動脈性肺高血圧症は、指定難病に指定されている疾患であり、以前は有効な治療法が確立されていませんでした。

近年は治療薬の開発が進み生命予後が改善していますが、今なお適切な検査・診断・治療が行うことが出来る医療機関や専門医が限られ

ており、早期診断・早期治療開始のためには非専門医の先生方と専門医の先生方との連携が重要と考えられています。

今回は、肺動脈性肺高血圧症に関して専門知識と経験が豊富な先生方をお招きし、医療連携をテーマとしたご講演をいただきます。

ご多忙中の折とは存じますが、万障お繰り合わせの上、ご参加くださいますようお願い申し上げます。
謹白

©︎Janssen Pharmaceutical K.K. 2022

共催：神奈川県内科医学会

ヤンセンファーマ株式会社 PH・NS・IDV事業本部 肺高血圧症部門 ストラテジック カスタマー パートナーシップ部
リージョナルケアコーディネートグループ

日本新薬株式会社

リージョナルケアコーディネートグループは、肺高血圧症領域における製品の販売促進を目的としない
疾患啓発、診断、地域連携に関する医科学的情報の普及と情報交換の場を提供する活動をしています。

肺高血圧症は、何らかの原因によって、肺動脈圧が上昇することにより右心系に負荷がかか
り、その結果、右心不全を来たす病態です。早期発見早期治療が患者さんの予後に大きく
影響します。横須賀三浦内科医会では、横須賀市および三浦市がある三浦半島地域の
肺高血圧症患者さんが、より早期に診断され、その原因や重症度に適した、最新で、最良
の治療を受けられるように、地域医療連携システムがあります。システムの主役は患者さんの
症状からスクリーニング検査に導いてくれる一般医家の先生です。ぜひ本講演がその一助とな
ることを期待します。

息切れ、動悸などを訴える患者さんで、肺動脈性高血圧症(PAH)を思い浮かべる先生は
少ないと思います。PAHの発症原因が未だ不明ですが、近年早期からの積極的な治療薬
投与により予後改善が認められています。PAHの早期介入には、PAHを疑うことが大事であ
り、最前線の実地医家の役割は重要と考えます。
先生方の明日の診療に役立つものと考えており、ぜひ御視聴下さい。

岩澤先生、國島先生からのメッセージ

國島 友之 先生
神奈川県内科医学会 心臓血管病対策委員会 委員長

岩澤 孝昌 先生
神奈川県内科医学会 副会長

お問い合わせ先

ヤンセンファーマ株式会社
PH・NS・IDV事業本部 肺高血圧症部門

リージョナルケア コーディネートグループ

志賀 翔平/柿下 千種

Mail： sshiga@its.jnj.com
TEL：080-2023-6636

mailto:sshiga@its.jnj.com
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