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2(日) 13：00～ 探索医学研究棟3F　オープンスペース GLM2 地域医療学講座　助教　市川　周平　先生

116 55

3(月) 17：00～ 家庭医療学／総合診療科　医局 医学教育と言語
東京慈恵会医科大学　人間科学教室　日本語教育研究室
　　　　　　　　　　　　　　　 教授　野呂　幾久子　先生

117 55

6(木) 19：15～
ホテルグリーンパーク津　6階
葵・橘の間

『統合失調症治療におけるシクレスト舌下錠の使い方と
コツ』

東京慈恵会医科大学　精神医学講座　教授　宮田　久嗣　先生

92 13

7(金) 15：30～ 三重大学　医学部　臨床第3講義室

基調講演：
医療ビッグデータ法の成立と今後の取り組み
－人工知能AIによる最適化医療の実現へー

学術講演：
1.直径1ミリ程度の超早期がんの網羅的検出を可能とする
レーザー顕微内視鏡・AI技術の開発
2.血液検体からのマイクロRNA、遺伝子検査による超早期
がんの検出技術の開発
3.新規細胞増殖制御シグナルに基づくがん抑制－繊毛に
よる細胞増殖制御－
4.世界レベルの致死性ウイルス感染症対策－エボラ出血
熱ワクチンの開発－
5.AI(深層学習）による創薬生産性の大幅改善
6.AIによる地域医療での診察支援の可能性
7.超高齢社会に向けて、地域から発信する医療ビジネス
モデル

法務副大臣　兼　内閣府副大臣
　　　　　　　　　　　　　　衆議院議員　盛山　正仁　先生

教授　溝口　明　先生

講師　問山　裕二　先生

教授　稲垣　昌樹　先生

教授　野坂　哲哉　先生
福村　正之　社長　バイオコモ（株）
細田　雅人　社長　インタープロテイン（株）
教授　竹村　洋典　先生
田中　光司　副病院長　三木誓雄　病院長　伊賀上野病院

113 8

7(金) 19：30～
三重大学医学部附属病院
新外来棟5階　大ホール

「高度な重症外傷診察を展開するためには」
～Damage control sugery を成功させる秘訣～

島根大学医学部　Acute Care Surgery 講座　教授
島根大学医学部附属病院　高度外傷センター
　　　　　　　　　　　　　センター長　渡部　広明　先生

114 57

10(月) 18：00～ 三重大学医学部　臨床第2講義室 『Cultivation of medical doctors in Myanmar』
Prof.Maung Mg Htwe
マンダレー医科大学　整形外科教授
ミャンマー整形外科学会　会長

107 66

10(月) 18:00～ 家庭医療学／総合診療科　医局 医療面接　Medical Communication 家庭医療学講座　教授　竹村　洋典　先生

118 55

10(月) 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

“川崎病類似 Nod1 リガンド誘発冠動脈炎モデルからわ
かってきたこと”

九州大学病院　小児科　西尾　寿乗　先生

128 5

12(水) 18：00～ 三重大学医学部　臨床第2講義室 第104回Tumor Board 検討症例の経過

124 38

13(木） 18：50～ 津市なぎさまち　ベイシスカ

『高TG血症治療の意義～リポトキシシティの観点から
～』

『冠動脈疾患の残余リスクから考える介入のポイント』

金沢大学　医薬保健研究域附属　脳・肝インターフェースメ
ディシン研究センター　准教授　太田　嗣人　先生

国立循環器病研究センター　副院長　兼　心臓血管内科部門長
　　　　　　　　　安田　聡　先生

62 33

13(木) 19：00～ 三重県教育文化会館　5階「大会議室」
『マインドフルネスの理論と実際－うつ病の再発予防に
向けて－』

洗足ストレスコーピング・サポートオフィス　所長
千葉大学子どものこころの発達教育研究センター　特任准教授
　　　　　　　　　　　　　　　　　伊藤　絵美　先生

97 13

13(木) 19：00～ プラザ洞津　2階　末広

「実地医家と専門医療機関の連携を利用した認知症診
療」

「孤発性アルツハイマー病の発症機構と診断・治療薬開
発の試み」

杏林大学医学部　高齢医学　教授　神﨑　恒一　先生

北海道大学大学院薬学研究院・神経科学研究室
　　　　　　　　　　　　　教授　鈴木　利治　先生

99 11

14(金) 17：00～ 家庭医療学／総合診療科　医局 後期高齢者の多剤処方：東京都のレセプト分析より
東京都健康長寿医療センター研究所
　　　　　　　　　　　　　　研究部長　石崎　達郎　先生

119 55

大 学 院 医 学 セ ミ ナ ー の お 知 ら せ

開催日

7月
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大 学 院 医 学 セ ミ ナ ー の お 知 ら せ

開催日

14(金) 19：30～ ホテルグリーンパーク津　「伊勢の間」

「三重県における肝炎撲滅に向けて
　　　　新規肝炎患者の掘りおこしについて」

「エビデンスに基づくウイルス肝炎対策
　　　　　　　　　　　－疫学的視点から－」

三重大学医学部附属病院　肝炎相談支援センター
　　　　　　　　　　　　 副センター長　長谷川　浩司　先生

広島大学大学院医歯薬保健学研究院
総合健康科学部門　疫学・疫病制御学　教授　田中　純子先生

111 35

15(土） 16：15～
三重大学医学部附属病院
5Fホールと4Fグルメディカルスタジオ

『糖尿病や生活習慣病に潜む非アルコール性脂肪肝炎
（NASH）～多職種で拾い上げ、治療を支えるポイント』

佐賀大学医学部附属病院　肝疾患センター
特任教授・センター長　江口　有一郎　先生

63 35

19(水) 19：00～
三重大学医学部附属病院　診療棟12階
三医会ホール

「脳卒中－急性期診療から転送まで－」 済生会松阪総合病院　脳神経外科　部長　村田　浩人　先生

115 11

20(木) 18:00～ 三重大学医学部　臨床第1講義室 「認知症とパーキンソン病の漢方治療」 ますずがわ神経内科クリニック　真鈴川　聡　先生

160 19

20(木) 18：50～
ベイシスカ
津市なぎさまち

「新規抗てんかん薬ラコサミドの臨床成績」

「てんかんの診断と最近の薬物療法について」

愛知医科大学大学院　精神神経科　講師　田所　ゆかり　先生

国立精神・神経医療研究センター病院　神経科
　　　　　　　　　　　　　　　　  医長　渡邉　裕貴　先生

112 13

21(金) 18：00～ 探索医学研究棟3F　オープンスペース GLM3 地域医療学講座　助教　市川　周平　先生

120 55

21(金) 19：00～
医学部先端医科学教育研究棟
3階会議室

Roles of oligodendrocyte precursor cells in the
Neurovascular Unit
(Neurovascular Unitにおけるオリゴデンドロサイト前駆
細胞の役割）

Harvard Medical School,Massachusetts General Hospital
(マサチューセッツ総合病院　ハーバード大学医学部）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　荒井　健　先生

138 11

21(金) 20：00～
ベイシスカ
津市なぎさまち

「肺高血圧症に伴う右心不全」 東北大学病院　循環器内科　講師　杉村　宏一郎　先生

125 33

22(土) 16：15～
ホテルグリーンパーク津
6階「伊勢の間」

「肝硬変治療の新しい展開」 武蔵野赤十字病院　消化器科　部長　黒崎　雅之　先生

105 35

22(土) 17：00～ 三重大学附属病院　12階　三医会ホール
『肺癌に対する定位放射線治療の現状―どんな患者さん
に対してどのように説明したら良いのか？』

山梨大学大学院総合研究部　放射線医学講座
　　　　　　　　　　　　　　　教授　大西　洋　先生

139 41

22(土) 17:15～ ホテルグリーンパーク津「葵・橘の間」 尿路結石～基礎からメディカルマネージメントまで～ 金沢医科大学　泌尿器科学　教授　宮澤　克人　先生

109 45

24(月) 17：00～ 臨床第2講義室
ヒト心臓血管に及ぼす加齢の影響
(The impact of aging on the human cardiovascular
system)

鈴鹿医療科学大学　保健衛生学部・教授　山門　徹　先生

140 15

24(月) 18：00～ 看護学科棟　4階　会議室 腫瘍の抗原性と免疫チェックポイントを介した免疫逃避
信州大学医学部付属病院
　　　　　　　信州がんセンター　野口　卓郎　先生

135 30

25(火) 18：30～ 家庭医療学／総合診療科　医局
抗菌薬を使った後に知っておきたいこと
～現場では治療開始後からが勝負なんです～

名張地域医療学講座　講師　谷崎　隆太郎　先生

121 55

25(火) 19：00～ ホテルグリーンパーク津　「伊勢」

「C型肝炎の最新治療-DAA製剤の使い方も含めて-」

「CKD合併糖尿病患者の最新の治療」

岐阜市民病院　病院長　冨田　栄一　先生

埼玉医科大学病院　総合診療内科
                     診療部長　教授　中元　秀友　先生

134 35

7月
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大 学 院 医 学 セ ミ ナ ー の お 知 ら せ

開催日

27(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

“冠動脈形成に関与する細胞群とシグナル分子機構”
東京大学大学院医学系研究科　分子細胞生物学
　　　　　　　　　　　　　教授　栗原　裕基　先生

156 5

27(木) 18：30～ 三重大学医学部　臨床第2講義室 「治療とケアのゴールを話し合う」
三重大学医学部附属病院　緩和ケアチーム
　　　　　　　　　　　　緩和ケア科　松原　貴子　先生

131 38

27(木) 19：30～ プラザ洞津　2Ｆ「高砂」 「中枢性めまいの病態と新しい治療法」
横浜市立脳卒中・神経脊椎センター
　　　　　　　　副院長・神経内科部長　城倉　健　先生

126 49

27(木) 19：40～ 津市　なぎさまち　ベイシスカ
『CKD患者における鉄・骨ミネラル代謝障害の管理
－その進歩と調和-』

兵庫医科大学　内科学　腎・透析科
　　　　　　　　　　　　　准教授　倉賀野　隆裕　先生

100 33

27(木） 19：45～ ホテルグリーンパーク津　6階　伊勢の間
「感染症における酸化ストレス制御とマクロライド」
（SGLT2阻害剤と酸化ストレスを含む）

九州保健福祉大学薬学部薬学科　臨床生化学講座
主任教授／感染症治療学教授　佐藤　圭創　先生

59 37

28(金) 17：00～ 家庭医療学／総合診療科　医局 観察研究 大阪府済生会吹田病院　麻酔科　関本　美穂　先生

122 55

28(金) 19：15～ 津市なぎさまち　ベイシスカ アルツハイマー型認知症治療の現状と展望 札幌医科大学医学部神経内科学講座　教授　下濱　俊　先生

104 11

29(土) 15：15～ 津都ホテル　5階　伊勢の間

ニューロパチーで発症したリンパ腫の一例

当院で経験したトルーソー症候群の検討

診断につながる眼所見 ～眼をみてビックリ！！～

伊勢赤十字病院　神経内科　水谷　あかね　先生

三重中央医療センター　神経内科　掃部　俊貴　先生

三重大学　神経内科　田村　麻子　先生
169 11

30(日) 13：30～ 三重県総合文化センター　視聴覚室
「NICUに入院した新生児とご家族のために産科と小児科
の協働で取り組んできたこと」

神奈川県立こども医療センター
　　　　　　　　　　　　新生児科医長　豊島　勝昭　先生

132 21

31(月) 18：00～ 家庭医療学／総合診療科　医局
医師患者関係と患者中心の医療
Physician-Patient Relationship and Patient-centered
Clinical Methods

家庭医療学講座　助教　北村　大　先生

123 55

※　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

7月


