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【e-ラーニングについて】

１）本研修会へのご参加には、事前に

日本緩和医療学会

２）受講修了後、「

３）当日、会場に

４）既に研修会を受講済みの方は、再受講の必要はございません。
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２）本研修会は、日本医師会生涯教育制度の対象研修として認定されています

３）お車でご来場の方は、当院駐車場をご利用

４）ご不明な点がございましたら、下記までお問合せください。
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