
	

【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）

〈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

◎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郵送管理費、参加費は返金はしない。

「“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HAPホームページより

お申込みください。

参考
テキスト

18:45～	 開室
19:00～19:25	 HPVワクチンでおきた・おきていること
	 宮原富士子
19:25～20:40	 HPVワクチンの
	 よくある質問に答えよう
	 柴田綾子先生
	 質疑応答
21:00	 閉室

〈参　加　費〉HAP会員1,000円（2021年度HAP半年パスポート利用可）／非会員1,500円

プログラム

令和3年4月16日（金） 19:00~
20:40

お申し込みは
HAP申込管理
システムから



	

【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）

〈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

◎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郵送管理費、参加費は返金はしない。

「“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HAPホームページより

お申込みください。

参考
テキスト

18:45～	 開室
19:00～19:25	 妊娠チェッカーと排卵チェッカー
	 宮原富士子
19:25～20:40	生理のしくみと
	 妊娠検査＆排卵検査の使いかた
	 ★おまけ★	月経移動のピルのつかいかた
	 柴田綾子先生
	 質疑応答
21:00	 閉室

〈参　加　費〉HAP会員1,000円（2021年度HAP半年パスポート利用可）／非会員1,500円

プログラム

令和3年5月28日（金） 19:00~
20:40

お申し込みは
HAP申込管理
システムから



	

【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）

〈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

◎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郵送管理費、参加費は返金はしない。

「“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HAPホームページより

お申込みください。

参考
テキスト

18:45～	 開室
19:00～19:25	 現在発売になっているOC  LEP製剤
 宮原富士子
19:25～20:40	 生理痛のセルフケアと低用量ピル、
 OC（経口避妊薬）の使い方
 柴田綾子先生
	 質疑応答
21:00	 閉室

〈参　加　費〉HAP会員1,000円（2021年度HAP半年パスポート利用可）／非会員1,500円

プログラム

令和3年6月25日（金） 19:00~
20:40

お申し込みは
HAP申込管理
システムから



	

【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）

〈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

◎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郵送管理費、参加費は返金はしない。

「“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HAPホームページより

お申込みください。

参考
テキスト

18:45～	 開室
19:00～19:25	 産婦人科医師探しと紹介
	 宮原富士子
19:25～20:40	緊急避妊ピルの処方と
	 マイナートラブルへの対応
	 柴田綾子先生
	 質疑応答
21:00	 閉室

〈参　加　費〉HAP会員1,000円（2021年度HAP半年パスポート利用可）／非会員1,500円

プログラム

令和3年7月30日（金） 19:00~
20:40

お申し込みは
HAP申込管理
システムから



	

【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）

〈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

◎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郵送管理費、参加費は返金はしない。

「“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HAPホームページより

お申込みください。

参考
テキスト

18:45～	 開室
19:00～19:25	 妊娠と薬情報センターへの紹介
	 宮原富士子
19:25～20:40	妊娠中と授乳中の薬の使いかた
	 柴田綾子先生
	 質疑応答
21:00	 閉室

〈参　加　費〉HAP会員1,000円（2021年度HAP半年パスポート利用可）／非会員1,500円

プログラム

令和3年8月20日（金） 19:00~
20:40

お申し込みは
HAP申込管理
システムから



	

【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）

〈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

◎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郵送管理費、参加費は返金はしない。

「“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HAPホームページより

お申込みください。

参考
テキスト

18:45～	 開室
19:00～19:25	 日本女性医学学会の情報
	 宮原富士子
19:25～20:40	更年期障害とホルモン補充療法の
	 使いかた
	 柴田綾子先生
	 質疑応答
21:00	 閉室

〈参　加　費〉HAP会員1,000円（2021年度HAP半年パスポート利用可）／非会員1,500円

プログラム

令和3年9月17日（金） 19:00~
20:40

お申し込みは
HAP申込管理
システムから



	

【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）

〈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

◎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郵送管理費、参加費は返金はしない。

「“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HAPホームページより

お申込みください。

参考
テキスト

18:45～	 開室
19:00～19:25	 布ナプキン情報
	 宮原富士子
19:25～20:40	 PMSと月経不順のセルフケアと
	 治療について
	 柴田綾子先生
	 質疑応答
21:00	 閉室

〈参　加　費〉HAP会員1,000円（2021年度HAP半年パスポート利用可）／非会員1,500円

プログラム

令和3年10月22日（金） 19:00~
20:40

お申し込みは
HAP申込管理
システムから



	

【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）

〈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

◎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郵送管理費、参加費は返金はしない。

「“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HAPホームページより

お申込みください。

参考
テキスト

18:45～	 開室
19:00～19:25	 尿漏れ用品あれこれ
	 宮原富士子
19:25～20:40	意外と多い！
	 尿もれと骨粗しょう症への
	 アドバイス
	 柴田綾子先生
	 質疑応答
21:00	 閉室

〈参　加　費〉HAP会員1,000円（2021年度HAP半年パスポート利用可）／非会員1,500円

プログラム

お申し込みは
HAP申込管理
システムから

令和3年11月19日（金） 19:00~
20:40



	

【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）

〈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

◎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郵送管理費、参加費は返金はしない。

「“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HAPホームページより

お申込みください。

参考
テキスト

18:45～	 開室
19:00～19:25	 コンドームのあれこれ
	 宮原富士子
19:25～20:40	性感染症の治療と
	 避妊法へのアドバイス
	 柴田綾子先生
	 質疑応答
21:00	 閉室

〈参　加　費〉HAP会員1,000円（2021年度HAP半年パスポート利用可）／非会員1,500円

プログラム

お申し込みは
HAP申込管理
システムから

令和3年12月17日（金） 19:00~
20:40



	

【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）

〈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

◎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郵送管理費、参加費は返金はしない。

「“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HAPホームページより

お申込みください。

参考
テキスト

18:45～	 開室
19:00～19:25	 検診施設の探し方、紹介
	 宮原富士子
19:25～20:40	女性のがん検診と
	 ヘルスプロモーション
	 柴田綾子先生
	 質疑応答
21:00	 閉室

〈参　加　費〉HAP会員1,000円（2021年度HAP半年パスポート利用可）／非会員1,500円

プログラム

お申し込みは
HAP申込管理
システムから

令和4年1月14日（金） 19:00~
20:40



	

【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）

〈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

◎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郵送管理費、参加費は返金はしない。

「“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HAPホームページより

お申込みください。

参考
テキスト

18:45～	 開室
19:00～19:25	 国立成育医療研究センターの紹介
	 宮原富士子
19:25～20:40	プレコンセプションケアって
	 何だろう？
	 柴田綾子先生
	 質疑応答
21:00	 閉室

〈参　加　費〉HAP会員1,000円（2021年度HAP半年パスポート利用可）／非会員1,500円

プログラム

お申し込みは
HAP申込管理
システムから

令和4年2月25日（金） 19:00~
20:40



	

【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）

〈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

◎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郵送管理費、参加費は返金はしない。

「“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HAPホームページより

お申込みください。

参考
テキスト

18:45～	 開室
19:00～19:25	 色々まとめて情報
	 宮原富士子
19:25～20:40	女性に大事なワクチンまとめ編
	 柴田綾子先生
	 質疑応答
21:00	 閉室

〈参　加　費〉HAP会員1,000円（2021年度HAP半年パスポート利用可）／非会員1,500円

プログラム

お申し込みは
HAP申込管理
システムから

令和4年3月25日（金） 19:00~
20:40


