
　

　 　

時間 開催場所 セ ミ ナ ー 内 容 講　演　者
受付
ＮＯ

担当
分野

2(日) 17:10～ ホテルグリーンパーク津　６階 非感染症ぶどう膜炎に対するTNF阻害薬の使い方
横浜市立大学大学院医学研究科　眼科学教室　教授　水木　信
久　先生

1 10

7(金) 19:15～ ベイシスカ　２階　「ルームA･B･C」 「パーキンソン病の早期診断と進行抑制治療への挑戦」
東北大学大学院医学系研究科　神経内科学分野　講師　長谷川
隆文　先生

2 11

7(金) 19:30～
ホテルグリーンパーク津　６階　葵・橘
の間

「骨髄増殖性腫瘍の病態と治療」
福島県立医科大学　輸血・移植免疫学講座　血液内科学講座
准教授　池田　和彦　先生

6 38

12(水） 18:00～ 臨床第2講義室 第101回Tumor Board 検討症例の経過

23 38

12(水） 18:30～
医学部　探索医学研究棟（旧管理棟）
3階　リフレッシュコーナー

「本邦の家族性、若年性胃がんの原因究明を目指して」 浜松医科大学　腫瘍病理学講座　教授　椙村　春彦　博士

28 23

13(木) 19:45～ ホテルグリーンパーク津 「抗PD-1抗体を用いた非小細胞肺癌の新しい治療戦略」
帝京大学医学部　内科学講座　腫瘍内科　病院教授　関　順彦
先生

3 36

14(金) 17:00～
家庭医療学講座　医局
（探索医学研究棟２階）

臨床疫学概論・大学院における研究について 大阪府済生会吹田病院　麻酔科　関本　美穂　先生

12 55

11:10～
「家庭医療は効果的？そしてなぜ？？－エビデンスから
－」
‘Is family medicine effective,and why？’

英国家庭医学会　元会長　Roger Neighbour 先生
※通訳はございません。(英語のみの講演となります）

13:30～
「英国の地域基盤型のケア－患者の視点から－」
‘Community-based medical care-the patient's
perspective'

英国家庭医学会　元会長　Roger Neighbour 先生
※通訳はございません。(英語のみの講演となります）

15:10～ 「日本における家庭医療や地域医療のエビデンス」
三重大学大学院医学系研究科　臨床医学系講座　家庭医療学
教授　竹村　洋典　先生
※日本語のみの講演となります。

17(月） 18:30～ 臨床第2講義室
ウェアラブルセンサーを用いた医療現場でのソーシャル
ネットワーク解析と幸福度測定の現状

三重大学医学部附属病院　救命救急センター・助教
三重大学救急災害医療リーダー育成センター・副センター長
川本　英嗣　先生 17 15

19(水） 18:00～
三重大学医学部　臨床第1講義室
津市江戸橋2丁目174番地

International Special Lecture
Theme:Cholangiocarcinoma in Thailand and how to
solve this problem?

Associate Professor Narong Khuntikeo Head of
Cholangiocarcinoma Screening and Care Program（CASCAP）
Department of Surgery,Khon Kaen University,Thailand.

35 42

19(水） 18:30～ 外来・診療棟4階会議室B
「メチル水銀の胎児期曝露影響－水俣病から環境保健研
究へ－

環境省　国立水俣病総合研究センター　環境・疫学研究部
坂本　峰至　先生

25 52

20(木） 18:00～
三重大学医学部　探索医学研究棟
3階　リフレッシュスペース

“Cardiac diseases:from congenital heart disease to
heart failure”

Hideko Kasahara,M.D.,Ph.D（笠原　英子　先生）
University of Florida,College of Medicine

30 5

20(木) 19:00～ プラザ洞津　２階　『末広』の間
「ホルモン補充療法 Up To Date
　～押さえておきたい最新のトピックス」

東京歯科大学市川総合病院　産婦人科　教授　高松　潔　先生

10 27

21(金) 18:00～
家庭医療学講座　医局
（探索医学研究棟２階）

Excel関数を用いた基本的な統計解析
Basic statistics with Excel,using excel functions

地域医療学講座　助教　市川　周平　先生

13 55

21(金) 19:00～
三重県総合文化センター
2F「文化会館中会議室」

「TKIによるCML長期マネジメントの課題とボスチニブの
位置づけ」

熊本大学医学部附属病院　血液・膠原病・感染症内科
　　　　　　　　　　　　准教授　川口　辰哉先生

26 38

15:15～
『どんなことを考えて問診や診察をするのか』
　～上級医へのコンサルタントで困らないために～

鈴鹿回生病院　神経内科　梶川　博之　先生

16:00～ 『見てわかる顔面神経麻痺』 済生会松阪総合病院　神経内科　川名　陽介　先生

16:30～
『神経内科のキャリアパス　神経内科に入ってよかった
こと～留学編～』

三重大学　神経内科　新堂　晃大　先生
三重大学　神経内科　教授　冨本　秀和　先生

24(月) 18:00～
家庭医療学講座　医局
（探索医学研究棟２階）

ガイダンス＆家庭医療／プライマリ・ケアの原則 家庭医療学講座　教授　竹村　洋典　先生

14 55

25(火) 18:00～
家庭医療学講座　医局
（探索医学研究棟２階）

臨床感染症の基本 名張地域医療学講座　講師　谷崎　隆太郎　先生

15 55

26(水） 18:30～ 外来・診療棟4階会議室Ｂ
「国民生活基礎調査を用いた健診受診の動機と結果に関
する実証分析－特定健診導入の影響評価－」

津田塾大学　総合政策学部　准教授　伊藤　由希子　先生

38 52

26(水) 19:00～
三重大学医学部附属病院　病棟１２階
三医会ホール

『骨粗鬆症診療の重要性と留意点』
三重大学大学院医学系研究科　運動器外科学・腫瘍集学治療学
教授　湏藤　啓広　先生

4 38

27(木) 19:00～
ホテルグリーンパーク津
6階　伊勢の間

「当院で発生したHBV再活性化による劇症肝炎の1例
及び 発生防止に向けた取り組み」

「B型肝炎の諸問題」

鈴鹿中央総合病院　消化器内科　部長　岡野　宏　先生

山梨大学医学部　第一内科　教授　榎本　信幸　先生
29 35

27(木） 19：00～ ベイシスカ　津市なぎさまち

基調講演『当院における糖尿病性腎症透析予防外来の実
際』

基調講演『糖尿病性腎症の保存的治療』

特別講演『透析患者における末消動脈疾患～早期発見と
治療戦略～』

三重中央医療センター　統括診療部　内科系診療部長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中　剛史　先生

三重大学　腎臓内科　平林　陽介　先生

湘南鎌倉総合病院　副院長・腎臓病総合医療センター長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小林　修三　先生

39 33

27(木) 19:15～ ホテルグリーンパーク津 子宮内膜症の新しいホルモン療法 鳥取大学医学部　産科婦人科学　教授　原田　省　先生

5 27

大 学 院 医 学 セ ミ ナ ー の お 知 ら せ

開催日

16(日) 総合医学研究棟２階　臨床第２講義室

4月

9 55

22(土) 津都ホテル　５階「伊勢東中の間」

11 11
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大 学 院 医 学 セ ミ ナ ー の お 知 ら せ

開催日

27(木) 19:20～ 三重大学医学部　臨床第２講義室 「三重大学での救急医療について（仮）」
三重大学医学部附属病院　救命救急センター
                              教授　今井　寛　先生

7 20

28(金) 17:00～
家庭医療学講座　医局
（探索医学研究棟２階）

リサーチ・クエスチョン、リスクとアウトカムの測定 大阪府済生会吹田病院　麻酔科　関本　美穂　先生

16 55

28(金) 19:20～
三重大学医学部
病態医科学研究棟　6階「ゼミナール室」

「MMP-2過剰発現マウスにおけるタバコ煙抽出液吸入によ
る肺の気腫化の検討」

「定量的画像解析を活用したCOPDの病態研究
～Structure and Function～」

三重大学医学部附属病院　呼吸器内科　大西　真裕　先生

京都大学大学院医学研究科　呼吸器内科学
                                助教　佐藤　晋　先生

31 35

28(金) 20:00～
ホテルグリーンパーク津
６階　葵・橘の間

『不整脈治療イノベーション：
　カテーテルアブレーションとデバイス医療の進歩」

済生会熊本病院心臓血管センター循環器内科
不整脈先端治療部門
最高顧問　奥村　謙　先生

8 33

※　博士課程講義の日程表は同HP上の「博士課程　講義」を参照してください

4月


