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手術動画
手術動画は，QR コードまたはサイトアドレスを入力し，動画サイトにアクセスしてご確認ください．
動画サイトトップページの QR コード
※ このサイトへのリンクを禁じます．

※動画に関する複製権・翻訳権・上映権・譲渡権・公衆送信権（送信可能化権を含む）は株式会社学研メディ
カル秀潤社が管理します．本動画の内容の一部または全部を許可なく転載，改変，引用することを禁じます．

閲覧環境

●パソコン（Windows または

Macintosh のいずれか） ● Android OS 搭載のスマートフォン / タブレット端末
搭載の iPhone/iPad など
・OS のバージョン，再生環境，通信回線の状況によっては，動画が再生されないことがありますが，ご了承ください．
・各種のパソコン・端末の OS やアプリの操作に関しては，弊社では一切サポートいたしません．
・通信費などは，ご自身でご負担ください．
・パソコンや端末の使用に関して何らかの損害が生じたとしても，弊社は責任を負わないものとします．各自の自己責
任でご対処ください．
● iOS

QR コードリーダーの設定で，OS の標準ブラウザを選択することをお勧めします．

動画システム環境についてのお問い合せは，med-hensyu@gakken.co.jp までお願いします．
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