
　

　 　

時間 開催場所 セ ミ ナ ー 内 容 講　演　者
受付
ＮＯ

担当
分野

1(金) 18：00～ 探索医学研究棟3Ｆ　オープンスペース 生存時間解析　Survival analysis 地域医療学講座　助教　市川　周平　先生

148 55

1(金) 19：00～ ベイシスカ　津市なぎさまち 『(仮)進行前立腺がんの治療を考える』
横浜市立大学附属　市民総合医療センター　泌尿器・腎移植科
　　　　　　　　　　　　　　　准教授　三好　康秀　先生

165 45

1(金) 19：15～
三重大学医学部附属病院
外来棟5階　大ホール

『重要な電解質（Na・K)・酸塩基平衡異常』
社会医療法人　宏潤会　大同病院　腎血液浄化科　腎臓内科
　　　　　　　　　　　　　　　主任部長　志水　英明　先生

171 33

2(土) 18：50～ 津都ホテル　5階　伊勢の間
「考えてみよう、消化管の機能とその異常
　　　　　　　　　－不定愁訴からの脱却のために」

川崎医科大学総合医療センター　川崎医療福祉大学
　　　　　　　　　　特任教授　春間　賢　先生

158 35

4(月) 17：00～ 家庭医療学/総合診療科　医局 看護分野におけるコミュニケーション教育
名古屋大学医学部附属病院
卒後臨床研修・キャリア形成支援センター
　　　　　　　　　　准教授　阿部　恵子　先生

149 55

5(火) 20：05～
ホテルグリーンパーク津　6階「葵・橘の
間」

「消化管内視鏡診断の新展開」 三重大学医学部附属病院　光学診療部　田中　匡介　先生

168 38

6(水) 19：15～
三重県総合文化センター
文化会館1Ｆ　「レセプションルーム」

「リウマチ患者における関節の構造的損傷の防止につい
て」

名古屋大学大学院医学系研究科　整形外科学
　　　　　　　　　　　　　　　　教授　石黒　直樹　先生

137 47

6(水) 20：20～ 四日市都ホテル　3階　鈴鹿の間 『認知症地域連携のホットトピックス』
三重大学大学院医学系研究科　神経病態内科学
　　　　　　　　　　教授　冨本　秀和　先生

159 11

7(木) 19：00～
三重大学医学部先端医科学教育研究棟2Ｆ
基礎第一講義室

「プライマリ・ケアに役立つ漢方薬」 曙クリニック院長　田中　博幸　先生

143 55

8(金) 17：00～ 家庭医療学/総合診療科　医局 研究倫理
東北大学大学院医学系研究科　社会医学講座
　　　　　　　　　　　　　　教授　浅井　篤　先生

150 55

8(金) 19：20～
ホテルグリーンパーク津　6階
「伊勢・安濃の間」

「がん薬物療法と専門・認定薬剤師　－化学療法、副作
用対策、疼痛管理、etc-」

「非小細胞肺癌における薬物治療の歴史的変遷」

三重大学医学部附属病院　薬剤部
　　　　薬剤主任（がん薬物療法管理室）　日置　三紀　先生

三重大学大学院医学系研究科　呼吸器内科学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　助教　藤本　源　先生

175 38

8(金) 20：00～ ベイシスカ　津なぎざまち
『選択肢の広がった心房細動の治療戦略
－進化し続ける抗凝固療法とアブレーション－』

桜橋渡辺病院　心臓・血管センター
　　　　　　　　内科部長兼不整脈科長　井上　耕一　先生

170 33

9(土) 15：00～
プラトンホテル四日市
3F『ダイヤモンドホール』

「小児整形三大疾患と言われた、先天股脱、内反足、筋
性斜頸の現在」

「関節リウマチに伴う骨関節破壊に対するIL-6制御の重
要性」

「人口股関節周囲感染の治療戦略」

独立行政法人国立病院機構　三重病院
　　　　　　　　　　　整形外科　西山　正紀　先生

大阪大学大学院医学系研究科　器官制御外科学
　　　　　　　　　　　整形外科　助教　蛯名　耕介　先生

大阪府済生会中津病院　整形外科　副部長　楊　裕健　先生
130 47

11(月) 18：00～ 家庭医療学/総合診療科　医局
健康問題における家族
The Family in Health and Disease

地域医療学講座　講師　若林　英樹　先生

151 55

13(水) 18：00～ 三重大学医学部　臨床第2講義室 第105回　Tumor Board検討症例の経過

176 38

14(木) 18：30～ 三重大学看護学科4階　会議室
「神経疾患の緩和ケア８Palliative Care in
Neurology)」

デイヴィッド　オリバー（David Oliver)教授

211 11

大 学 院 医 学 セ ミ ナ ー の お 知 ら せ

開催日

9月
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大 学 院 医 学 セ ミ ナ ー の お 知 ら せ

開催日

15(金) 18：45～
三重県総合文化センター
『大会議室』

『糖尿病患者さんの予後改善を目指した糖尿病性腎症の
治療戦略』

『2型糖尿病・肥満症における precision medicine (個
別化・精確医療）の新展開』

滋賀医科大学　内科学講座　糖尿病内分泌・腎臓内科
　　　　　　　　　　　　准教授　荒木　信一　先生

琉球大学大学院　医学系研究科　内分泌代謝・血液・膠原病内
科学講座（第二内科）　教授　益崎　裕章　先生

185 37

15(金) 19：00～ 三重大学病院　外来棟5階　大ホール
「IgA血管炎から慢性腎不全に至った一例」

「(仮)膀胱尿管逆流症について」

三重大学　腎臓内科　溝口　翔子　先生

三重大学　腎泌尿器外科　舛井　覚　先生

172 33

15(金) 19：00～ ホテルグリーンパーク津　伊勢の間
関節リウマチの診断と治療

整形外科の日常診療に潜む悪性腫瘍

三重大学医学部附属病院　整形外科　講師　若林　弘樹　先生

三重大学医学部附属病院　整形外科　講師　淺沼　邦洋　先生

191 47

21(木) 18:00～ 三重大学医学部　臨床第一講義室 QOL向上の一穴皮内鍼法と頓用漢方薬 日本自然医学研究所　神田　博　先生

161 19

21(木) 18：00～ 病態医科学研究棟9階ゼミナール室
大腸肛門外科医として
1.直腸脱の治療
2.先輩より教えていただいたこと、後輩に伝えたいこと

四日市羽津医療センター　副院長
大腸肛門病センター長　梅枝　覚　先生

177 43

21(木) 19：30～ 津　都ホテル

「マウス側頭葉てんかんモデルにおける血小板由来増殖
因子受容体拮抗薬による細胞死の抑制効果」

「パラダイムシフトを迎えたてんかん治療のトレンド～
新規抗てんかん薬への期待～」

三重大学医学部附属病院　脳神経外科　中塚　慶徳　先生

聖隷浜松病院　副院長・てんかんセンター　山本　貴道　先生

174 12

21(木) 19：30～ ホテルグリーンパーク津 『乾癬と乾癬性関節炎の臨床に応じた治療を考える』 帝京大学　医学部　皮膚科学講座　教授　多田　弥生　先生

212 24

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

152 55

22(金) 17:30～
三重大学医学部　先端医科学教育研究棟
（基礎棟）
3F　会議室

「エボラウイルス研究の最前線」
北海道大学・人獣共通感染症リサーチセンター・国際疫学部門
教授　高田　礼人　博士

210 17

22(金) 19：30～ ホテルグリーンパーク津　6F 『膵がん化学療法～現状と今後の展望について～』
大阪国際がんセンター　膵がんセンター
内科系部門長　井岡　達也　先生

188 42

24(日) 13：00～ 探索医学研究棟3Ｆ　オープンスペース 研究デザインの立案　Designing research 地域医療学講座　助教　市川　周平　先生

153 55

24(日) 14：40～ 三重県歯科医師会館「大ホール」 「がん化学療法時の口腔管理の意義と実際」 岡山大学病院　医療支援歯科治療部　部長　曽我　賢彦　先生

197 38

26(火) 17：00～ 先進医科学教育研究棟3階会議室 細胞分裂期の統御因子：卵成熟から細胞複製へ
お茶の水女子大学客員教授
東京工業大学名誉教授　岸本　健雄　先生

193 70

26(火) 18：00～ 臨床第一講義室 「Doctor Training in Thailand」
タイ　コンケン大学　産婦人科医
　　　　　　　 Dr. Srimeunwai Akesittipaisarn

224 66
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大 学 院 医 学 セ ミ ナ ー の お 知 ら せ

開催日

26(火) 18：30～ 家庭医療学/総合診療科　医局
急性腸炎
～ザ・ゴミ箱診断に要注意！～

名張地域医療学講座　講師　谷崎　隆太郎　先生

154 55

26(火) 18：30～ 先端医科学教育研究棟3階会議室 生体2光子イメージングによる末梢神経研究のご紹介 国立循環器病研究センター研究所　神谷　厚範　先生

214 7

27(水) 17：00～ 家庭医療学/総合診療科　医局
地域のおけるワークベーストラーニング
work-based learning in community medicine

宮崎大学医学部　地域医療・総合診療医学講座
　　　　　　　　　　　　　　教授　吉村　学　先生

155 155

27(水) 19：30～
ホテルグリーンパーク津
「葵・橘の間」

『呼吸器内科からみた肺高血圧症』
千葉大学大学院医学系研究院　呼吸器内科学
　　　　　　　　　　　　　　　　　教授　巽　浩一郎　先生

178 33

28(木) 19：00～ ホテルグリーンパーク津　6階　葵・橘
「骨・関節感染症の予防と治療～ガイドラインを中心に
～」

帝京大学医学部　整形外科学講座
　　　　　　　　　　　　　　　病院教授　阿部　哲士　先生

215 47

28(木) 19：30～
三重県総合文化センター
生涯学習棟　2階　小研修室

『ステロイド性骨粗鬆症治療～Update～』
聖路加国際病院　リウマチ膠原病センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　医長　岸本　暢将　先生

179 24

28(木) 19：00～
三重大学医学部附属病院
病棟12階　三医会ホール

「日本の分娩の現状とARTをめぐる諸問題」 愛育病院　総合母子保健センター　副院長　安達　知子　先生

162 27

28(木) 19：35～ 四日市都ホテル　3階「朝明の間」 『高尿酸血症とCKD・CVDの関連』 東京慈恵会医科大学　総合診療内科　教授　大野　岩男　先生

133 26

29(金) 20：00～ ホテルグリーンパーク津　6階「伊勢」 『フレイルを考慮した高齢者糖尿病治療』
東京都健康長寿医療センター　糖尿病・代謝・内分泌内科
　　　　　　　　　　　　　内科総括部長　荒木　厚　先生

225 37

※　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

9月


