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第 107 回 宮城県滅菌技法研究会のご案内
（ウェビナー開催）
日頃より当研究会の活動にご理解頂き、心から感謝申し上げます。
この度、第 107 回開催を行う事となり、新型コロナウイルス感染症感染対策として前回好評でしたウェビナー
（ZOOM ｳｪﾋﾞﾅｰ）を利用しての研究会開催する運びとなりました。今回の研究会はアンケートに多かった内容
でご講演頂きます。皆様の日頃の疑問や悩み事の解決に少しでも役立てる有意義な会になれば幸いです。皆様の
ご参加お待ちしております。先を見通しづらい日々ではありますが、この状況が一日も早く解消され、平穏な
日々が取り戻せるよう心から願っております。
＜日 時＞

令和 4 年 6 月 25 日（土）講義 9:00～12:40 (入室可能 8：45)

＜会 場＞

ZOOM ウェビナーを利用

＜受講料＞

参加費

2,000 円

受講料は事前決済となります。システム利用料 220 円かかります。

＜申込み方法＞ 別紙をご確認ください。 ＜申込締め切り日＞ 6 月 20 日（月） ＜定員＞ 450 名
※この研究会は日本医療機器学会認定の滅菌技師・士で、
資格更新の単位取得希望者に 4 単位が取得できます。
お目

◆
9:00～

9:05～10:15
10:15～11:25

11:25～12:35

12:35～

プログラム

◆

オリエンテーション
開会の挨拶 宮城県滅菌技法研究会 会長
「滅菌供給部門従事者に対する新人教育と育成について」
（60 分）+質疑応答
京慈滅菌業務研究会 久保木 修 先生
「内視鏡の洗浄・滅菌」
（60 分）+質疑応答
オリンパスマーケティング株式会社
医療営業本部 中嶋 一博 先生
「医療現場における滅菌保証のガイドライン 2021 の主な変更点とポイント」
（60 分）+質疑応答
ASP Japan 合同会社 マーケティング/プロフェッショナルエデュケーション担当
感染制御学博士 神 貴子 先生
閉会の挨拶 宮城県滅菌技法研究会

※講演毎に質疑応答の時間を設ける予定としております。
※この研究会は所定の時間（180 分以上）視聴する事で日本医療機器学会認定の滅菌技師・士で、資格更新の
単位取得希望者は 4 単位取得できます。

第 107 回 宮城県滅菌技法研究会 参加申込方法のご案内
申込締切：6 月 20 日（月）

2022 年 6 月 25 日（土）9:00～12:40
申込

支払

通知

テキスト

当日

受講証明書

申込サイトから
登録情報を入力して
申込ください。

申込時に支払方法を
選択してお支払い下
さい。

登録完了後、当日の
参加の URL など通知
メールが届きます。

6 月 10 日以降
PDF データの URL を
お送りします。

8：45 から入室可能
です。本番 9：00～

視聴ログの確認が出
来次第はがきをお送
り致します。

申込 ※ZOOM ウェビナー利用の為、オンライン受付のみ（イベントペイ利用）となります。
手順 1）下記 URL へアクセスするか、QR コード読み取ってアクセスてください。

https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=5904864638411528&EventCode=7589793676

イベントペイ申込ページ
当協会のサイト（https://miyagi-mekkingiho.medikiki-hp1.com）
のお知らせページにも掲載されてます（リンク有）
当協会のサイトの会員（サイト会員）の方
は、セミナーから申込みをクリックすると
イベントペイ申込ページのご案内メールが
ご登録のメールアドレスに送信されます。
手順 2）１名につき、1 つのアドレスでお申込み下さい。
※複数名で同じメールアドレスの使用は視聴サイトへの登録が出来ません。
手順 3）情報入力画面をご入力ください。
・
「必須」箇所は必ずご入力下さい。
・申込内容確認メールはアドレス入力を間違え
ると届きませんのでご注意ください。
※申込内容確認メール不達などは事務局までお
問い合わせ下さい。

手順 4）支払い方法の選択※キャンセルの場合
ご返金は出来ません。
【クレジットカードをご希望の方へ】
・お支払いは即時即決となります。お支払い金額等を記
したメールが登録アドレスに送付されます。
【コンビニ、ペイジーをご希望の方へ】
・お支払い情報が記載された E-mail が届きます。
それを用いてコンビニや ATM で支払いをお願い致します。
（振込用紙の郵送はありません）
手順 5）利用規約に同意し、申込を完了させてください。完了すると通知メールがご登録アドレスに届きます。
☞送信元は、イベントペイ <info@eventpay.jp>からになります。迷惑メール設定等の解除をお願いします。

現在(R4.４月)、クレジットカード決済がご利用いただけません。カード決済の再開日程につきましては未定の為、
ご不便をおかけしますが②③の決済方法をご利用ください。

参加費の支払 2,000 円（システム利用料 220 円は申込者負担となります）
支払い方法は STEP1 手順 4）で選択した方法でのお支払いとなります。
●イベントペイでは 3 つのお支払い方法を選べます。
現在(R4.４月)、クレジットカード決済がご利
① クレジットカード支払
用いただけません。カード決済の再開日程につ
申込時に即時即決となります。
きましては未定の為、ご不便をおかけしますが
以下のクレジットカードブランドがご利用頂けます。
②③の決済方法をご利用ください。
請求名称は「イベントペイ」となります。
② コンビニ支払
「ローソン」
「ファミリーマート」
「セイコーマート」
「ミニストップ」でご利用いただけます。
◇支払いに必要な各種番号を控えた後、ご希望のコンビニエンスストアにご来店ください。
③ ペイジー支払
ペイジーとは金融機関の窓口に並ぶことなく、ATM やインターネットバンキング、
モバイルバンキングからとても簡単に支払う事が出来るサービスです。
※金融機関によって利用可能時間帯などが異なります。※振込手数料はかかりません。
詳細は申込時に、
こちらをご参照くださ
い。
支払期限；お申込みより５日以内
※最終支払締め切りは 6 月 24 日です。受付締め切り日 6 月２0 日
お申込みの場合、4 日以内となりますのでご注意ください。

※お支払い後のキャンセルの場合は、ご返金できません。
※支払い期日までに受講料のお支払いがない場合は、キャ
ンセルとさせていただきます。
◇お支払い時の明細書は STEP3 の通知メールが届くまで保管ください。

通知メール
①お支払い頂いた後、
「入金確認が取れました」のメールが届きます。
※クレジット支払の場合、即時支払となるため、入金確認メールは配信されません。
◇お支払い後数日かかる場合もございます。
５日以上メールが届かない場合は事務局までお問い合わせください。お支払い時の明細書の確認をさせて頂きます。
② ①メール通知後、ZOOM よりウェビナー参加に関する自動返信「第 107 回宮城県滅菌技法研究会確認」
メールが届きます。タイムラグがありますが翌日までには届きます。
当日「ウェビナー参加」をクリックしご参加下さい。
☞送信元は、ZOOM（no-reply@zoom.us）からとなります。迷惑メール設定等の解除をお願いします。

以上で参加登録は完了となります。 ☞別紙「ご視聴について」を当日までにご一読ください。

テキスト
入金確認が出来た方へ 6 月 10 日以降ご登録のメールアドレスへ PDF データの URL をお送りします。
☞送信元は、イベントペイ <info@eventpay.jp>からになります。迷惑メール設定等の解除をお願いします。

当日は画面共有でも表示はさせていただきますが、必要な方はお手元にご準備いただければと存じます。

参加者証明書
当日の ZOOM 視聴ログを確認後、所定時間（180 分）受講が確認出来た方へ参加証明書のはがきを
ご郵送致します。
（7 月第 1 週の発送となります）
お問い合わせ先
宮城県滅菌技法研究会 事務局
E-MAIL miyagi-mekkingiho@tohoku-ikihan.com

FAX 022-303-5651

※記録を残すため、必ず E-Mail か FAX でご連絡をお願い致します。

第 107 回 宮城県滅菌技法研究会 ご視聴について
2022 年 6 月 25 日（土）9:00～12:40（入室 8：45）
今回の研究会は ZOOM ウェビナーを利用致します。

◆参加までご準備ください
ＺＯＯＭで配信となります。お使いのブラウザからのご参加も可能ですが、安定したご参加、
視聴のためには ZOOM アプリのインストールを行ってからの使用を推奨しております。当日
開始までに入室できるよう事前にダウンロードしておくことをお奨め致します。
●テキストは PDF にて 6 月１0 日を目途に参加ご登録完了の皆様へ配信致します。各自ダウンロード下さい

◆当日の参加方法（AM8：45 より入室可能 余裕をもってご入室下さい）
事前登録完了後に届いた「参加登録確認」メール（Ｓtep3 の手順 3 で届くメール）の参加リ
ンク「ウェビナーに参加」の部分をクリックしてご参加ください。
（メール見本）

ここをクリック
上記のボタンが機能しない場合は、メールにあるリンクをブラウザに貼り付けてください。
ZOOM アプリをお持ちでない場合
自動的にダウンロードが開始されますので、ＺＯＯＭをインストー
ルし、
「ミーティングを起動」ボタンをクリックしてください。
＜＜インストールが出来ない環境の場合＞＞
「ブラウザから参加してください」をクリックすると、お使いのブラウザ
でご参加が可能となりますが、安定した視聴の為にはインストー
ルを行ってからの使用を推奨しております。
▷ブラウザが何も起こらない場合「ＺＯＯＭをダウンロードする」をクリックしてください。インストールを開始しアプリを起動して下さい。

ZOOM アプリをお持ちの場合
「Zoom Meetings を開く」ボタンをクリックしてご参加ください。
▷アプリを起動し、参加ボタンからメール記載の ID/PASS/ご登録頂いたメールアドレスの入力でもご参加頂けます。

◆当日のご視聴について
AM8：45 よりご入室頂けます。※ZOOM ウェビナーはマイク、ビデオの参加はありません。
9：00 開始まで動画と音声が流れますので、音声が聞こえるかなどご確認ください。
音声が聞こえない場合
▷スピーカーはオンなってますか？▷スピーカーの設定がミュートになってませんか？▷イヤホンの接続がはずれていませんか？

ブラウザでの参加で視聴できない場合
▷ブラウザを閉じて再度立ち上げてみてください。▷別の種類のブラウザで視聴してみてください。

講演中
講師へ質問がある場合は
を利用して送信してください。尚、回答が出来ない場合もありますのでご了承ください。
は使用しないで下さい。

宮城県滅菌技法研究会ホームページ会員登録（サイト会員）のお願い
宮城県滅菌技法研究会ではホームページ広場を利用しています
当研究会ではホームページより研究会の参加申し込みをして頂けるようになります。
ホームページでは研究会の開催案内や、研究会で当日回答出来なかった質問の回答など掲載していきます。
ぜひ、この機会にホームページ広場の会員登録（サイト会員）をしてください。
手順 1）当協会ホームページへアクセスして下さい。

https://miyagi-mekkingiho.medikiki-hp1.com/
QR コード
からもアクセス
できます。

手順 2）トップ画像右側にある「ログインすると」をクリックしてください。画面が遷移します。
手順 3）遷移した画面下部にある「新規会員登録（無料）
」をクリックしてください。
手順 4）メールアドレス入力フォームに遷移するので、登録メールアドレスを入力してください。
☞入力したメールアドレスがログイン ID になります。このログイン ID は変更できません。
手順 5）入力後「メール送信」をクリックしてください。
手順 6）登録したメールアドレスに「利用団体のご登録」のメールがと届きます。
☞送信元は、
「more_support@medikiki.co.jp」からになります。迷惑メール設定等の解除をお願いします。
☞入金確認のご連絡、テキストデータの配布もこちらの送信元からご連絡となります。
手順 7）届いたメールの本文中の「申込項目を入力する」をクリックすると会員情報入力フォームへ遷移します。
☞入力フォームの有効時間は 72 時間です。それ以降は無効となりますのでご注意下さい。
手順 8）会員情報入力フォームの必要事項を入力し「登録」をクリックしてください。
☞※がついている項目は必須となります。
手順 9）
「
【宮城県滅菌技法研究会】本登録完了のお知らせ」というメールが届きますので、管理者の承認作業が
行われるまでしばらくお待ちください。☞承認には数日かかることもございますのでご了承ください。
手順 10）管理者の承認が完了すると「
【宮城県医療機器販売業協会】ユーザーアカウント承認のお知らせ」と
いうメール届き、登録完了になります。

