
2022年10月作成

Webカンファレンス視聴に必要な推奨環境 （エムスリーデジタルコミュニケーションズ）

■ PC推奨視聴環境 ■ スマートフォン・タブレット推奨視聴環境

OS

ブラウザ

通信環境

ブラウザ設定

Windows 8.1以上

Google Chrome 最新版
Microsoft Edge 最新版
Mozilla Firefox 最新版

下り5Mbps以上

JavaScriptおよび cookieの許可

Mac OS 10.15以上

Windows Mac

Safari 最新版
Google Chrome 最新版

OS

ブラウザ

通信環境

ブラウザ設定

※1 Androidは機種・OS・設定により正常に動作しない場合があります。
　　その場合お手数ですがPCでご視聴ください。

iOS 13以上

Safari 最新版

下り5Mbps以上

JavaScriptおよび cookieの許可

Android 6.0.1以上 ※1

iOS Android

Google Chrome 最新版

製造販売元（文献請求先及び問い合わせ先）

東京都中央区日本橋本町三丁目４-１４

効能又は効果、用法及び用量、禁忌を含む使用上の
注意等については電子添文をご参照ください。

配信

発売
準備中

薬価基準未収載Rhoキナーゼ阻害薬 /α２作動薬配合剤
‒緑内障・高眼圧症治療剤‒

配合点眼液

処方箋医薬品：注意－医師等の処方箋により使用すること
〈リパスジル塩酸塩水和物・ブリモニジン酒石酸塩配合点眼液〉

主催：

グラアルファ Webカンファレンス

2022年11月29日（火）
18：30～19：30

海谷眼科 副院長/岐阜大学 名誉教授

山本 哲也 先生

※19：15までに入室いただければ巻き戻し再生が
　可能です（詳細は見開きページ）

視聴方法は見開きページをご確認ください。▶▶▶

① インターネットを通じて、ご参加いただけるカンファレンスです。
② 講演時間中、インターネットを通じて、随時ご質問を受け付けております。
　 お寄せいただいたご質問は、講演の最後にご回答いただく予定です。

Webカンファレンスとは、

日時

演者

緑内障治療の発展：
過去を学んで未来へつなぐ
緑内障治療の発展：

過去を学んで未来へつなぐ



medical-tribune.co.jpへアクセス

ご希望の講演会が
表示されない場合

Medical Tribuneウェブ
トップページ

ログイン後トップページ

案内ページ

！

講演会開催時刻に
アクセス頂くとご視聴いただけます

メールでも
ご案内
しています

会員登録申請後

サイト内のお知らせや
案内メールから
案内ページに
遷移いただけます

Medical Tribuneウェブに関してご不明な点がございましたら、Medical Tribuneウェブヘルプセンターにお問い合わせください。
Medical Tribuneウェブヘルプセンター：medical-tribune.zendesk.com/hc/ja/

Medical Tribuneウェブは会員制サイトです。
会員登録申請を受けまして、医師資格の確認手続きを実施させていただきます。
※確認手続きは登録申請から原則2 週間以内で対応しております。

新規登録を
ご検討の先生へ

登録・視聴

無料
登録・視聴

無料

ログイン後、ページ右上にあ
る先生のお名前をクリックす
るとマイページへのリンクが
表示されます。

こちらからログイン

会員の先生は

視聴手順

こちらから新規登録

これから
会員になる先生は

専用フォームよりご連絡ください
medical-tribune.co.jp/special/live/

マイページにご希望のウェブ講演会の案内が表示されます
※表示には申請から1 週間程度かかる場合があります

1分程度で
登録できます

視聴予約を
します

Medical Tribuneウェブで
ご視聴いただく場合
Medical Tribuneウェブ会員の先生はMedical Tribuneウェブ内にて
Web講演会をご視聴いただくことが可能です

興和株式会社Web講演会
視聴サポート窓口

視聴コード
ID：　　　　　　　　　　　　　　　 PASSWORD：99974

ご視聴手順

プレイヤー使用方法

講演動画を巻き戻して視聴可能になる機能です。巻き戻し再生とは

※当日まで、視聴ページにアクセスしづらい状況が発生する可能性がございます。
　予めご了承ください。

ログイン画面 視聴情報入力／参加登録画面   視聴画面

視聴の方法 ※当日18：00から視聴サイトへのアクセスが可能です。

【質問フォーム】
質問は19：25までにご入力ください。

1 2 3

音量の調整方法
画面上のスピーカーマークに
マウスカーソルを合わせると、
スライダーが表示されます。
スライダーを動かすことで音量
の調整が出来ます。

ご質問の入力について

①ブラウザのURL欄に上記URLを入力するか、KAMingアプリに開催当日表示される案内通知を
クリックすると、視聴サイトへ移動します。

②medパス会員としてログインするか、本会IDとパスワードをご入力の上、『視聴する』ボタンを
クリックしてください。

③視聴画面へ切り替わります。

URL https://webinar.kowa.co.jp/
から視聴ページにアクセス

プレーヤー外に表示されている
質問フォームへ入力し送信ボタン
をクリックしてください。  
※全画面表示をしている場合は、「Esc」
キーを押して、通常画面に戻してから
実施してください。 

TEL：080-0123-6508（通話料無料）
　　　  050-3150-8508（通話料有料）
時間：会当日の15：00～講演終了まで

会員登録をせずに視聴する方はこちらから

プレイヤーの巻き戻しボタン、シークバーを操作することで、巻き戻し再生ができます。
（巻き戻しは18：30～19：15の間、操作可能です）

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

項目名 概　要
一時停止・
再生ボタン 映像を一時停止及び再生します

音量調整 ※音声が聞こえない場合はご確認をお願いいたします

※映像や音声に不具合があった場合、クリックしてください

映像の音声のボリュームを調整します

シークバー 左右に動かすことで任意の場所から再生します

プレーヤー
更新ボタン

プレーヤーを更新します

LIVEボタン LIVE中継の映像を表示します

巻き戻しボタン 30秒前の映像を表示します

画面最大化
ボタン 映像をフルサイズで表示します

会員登録せず視聴の際、ご不明な点は・・・
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