
Collaborative
Web Forum
on Ulcerative Colitis

日 時 ｜ 2020年10月31日（土） 18:00～20:05

　21世紀に入り、UC領域において数多くの画期的な治療法・治療薬が

開発されています。

　しかしながら、一次無効や二次無効など残された課題も多く、個々の

患者の病態を十分に把握したうえで各治療法を選択することが重要です。

　今回、JIMROとヤンセンファーマならびに田辺三菱製薬の3社が、より

多くのUC患者さんのQOLを改善するという目標に向けて、共催にて

Webセミナーを開催する新しい試みを行うことになりました。

　本セミナーでは、アダカラム®と

ステラーラ®を中心に、治療作用

機序の面から、また臨床的エビ

デンスを踏まえて、適正な治療法

を追求する機会を提供できればと

存じますので、是非ご視聴いただき

たく存じます。

-UC患者さんのより良い明日のために-

北里大学北里研究所病院
日比 紀文 先生



東京慈恵会医科大学
猿田 雅之 先生［座長］

東邦大学医療センター佐倉病院
松岡 克善 先生［演者］

18:10
〜

18:25 潰瘍性大腸炎の病態とアダカラム®・ステラーラ®の

作用メカニズム

Lecture Ⅰ

東京医科歯科大学
大塚 和朗 先生［座長］

関西医科大学
長沼 誠 先生［演者］

18:25
〜

18:40 UC治療目標とモニタリングの重要性

Lecture Ⅱ

慶應義塾大学
金井 隆典 先生［座長］

札幌厚生病院
本谷 聡 先生［演者］

18:40
〜

18:55 アダカラム®による潰瘍性大腸炎治療戦略

最新のエビデンスから

Lecture Ⅲ

慶應義塾大学
緒方 晴彦 先生［座長］

杏林大学
久松 理一 先生［演者］

18:55
〜

19:10 UNIFI試験から考えるステラーラ®の有用性

Lecture Ⅳ

東邦大学医療センター佐倉病院鈴木 康夫 先生

18:00
〜

18:10

Opening Remarks

北里大学北里研究所病院日比 紀文 先生

19:55
〜

20:05 特別発言

Closing

19:10
〜

19:55

Panel Discussion

岩手医科大学
松本 主之 先生［座長］

東京山手メディカルセンター
吉村 直樹 先生

埼玉医科大学総合医療センター
加藤 真吾 先生

北里大学
横山 薫 先生

北里大学北里研究所病院
小林 拓 先生

［パネリスト］

札幌医科大学
仲瀬 裕志 先生
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Webセミナーの参加方法

Webセミナー視聴には、事前参加申し込みが必要です。
Webセミナー URLにアクセスして、画面の下の青いボタン
「事前参加申し込み」をクリックしてください。
※田辺三菱製薬の医療関係者向け情報サイトからも申し込み可能です。

Webセミナー事前参加申し込みフォームに必要事項をご記
入の上、「登録」ボタンをクリックしてください。
その後、事前参加申し込み完了画面が表示されます。

Webセミナー視聴に必要な動作環境

Step1. 参加受付　　　　　 Step2. 事前参加申し込み

サポートセンター

T E L 03-6418-3020（土・日・祝日を除く10時～18時） E-mail support@kenkyuukai.jp
※ライブ配信当日は、Webセミナー終了までサポートいたします。

Webセミナーをご視聴いただくためには、下記の動作環境が必要となります。
Step3.で映像が確認できない場合は、動作環境をご確認ください。

【Webセミナー事前参加申し込み画面】 【事前参加申し込みフォーム画面】

【当日視聴のご案内メール】

【Webセミナー事前視聴テスト画面】

【Webセミナー事前参加申し込み画面】

【事前参加申し込み完了画面】

ご視聴が可能かどうか（必要な動作環境にあるかないか）は、
以下のテスト画面にて事前にご確認いただけます。

Step3. 事前動作確認

登録したアドレス宛に届いた「当日視聴のご案内」メール内
の視聴画面URLにアクセスしてください。視聴画面が表示
されます。

Step4. 当日視聴

Step1.と同じWebセミナー
URLにアクセスして頂き、黄
色いボタン「事前視聴テスト
はコチラ」をクリックしてく
ださい。

1

再生ボタンを押して、映像が
再生されれば成功です。

2

「登録」をクリック

※参加申し込みはライブ配信
当日10/31（土）17:30まで
となります。

※視聴画面URLが記載されたWebセ
ミナーのリマインドメールをお送
りします。
・ライブ配信前日
・ライブ配信当日
・オンデマンド配信時

※登録が完了するとすぐに
「申し込み完了メール」が
届きます。数時間たっても
登録完了メールが届かな
い場合は、アドレスが間
違っている可能性がござ
いますので、再度登録願い
ます。

「事前参加申し込み」
をクリック

「事前視聴テストはコチラ」
をクリック

視聴画面「視聴画面URL」
をクリック

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

○iPhone/iPad環境
 OS : iOS 13・iPadOS 13.1以降
 ブラウザ : Safari 最新版

○Android環境 
　OS : Android 7以降
　ブラウザ : Google Chrome 最新版

○Mac環境 
　OS : macOS 10.14以降
　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でる場合もございます。

田辺三菱製薬 医療関係者向け情報サイト
 「Medical View Point」

「Webセミナー」
をクリック

https://kenkyuukai.jp/mtpc/stluc/201031

検索田辺三菱　医療

と検索し、田辺三菱製薬 医療関係者向け情報サイト「Medical View Point」
トップページ内の「Webセミナー」をクリックしてください。

こちらよりアクセスできます。WebセミナーURL
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