
　

　 　

時間 開催場所 セ ミ ナ ー 内 容 講　演　者
受付
ＮＯ

担当
分野

1(水) 19：50～ 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治療戦略～臨床試
験結果をどう実臨床に反映するか？～」

和歌山県立医科大学　呼吸器内科・腫瘍内科
　　　　　　　　　　　　　教授　山本　信之　先生

231 36

2(木) 18：45～
ホテルグリーンパーク津　6階
『伊勢の間』

『脳領域（頭痛）の画像診断』

『日常遭遇する産婦人科疾患のMRI-臨床医に求められる
レポートを目指して-』

琉球大学医学部附属病院　放射線科　助教　與儀　彰　先生

奈良県立医科大学　中央放射線部　准教授　高濱　潤子　先生

213 41

2(木) 19：00～ アスト津　4階　会議室1
『明日から使える！？腎疾患患者に対する栄養管理の知
識』

徳島大学大学院医歯薬学研究部
疾患治療栄養学分野　教授
徳島大学病院　栄養部　部長　濵田　康弘　先生

232 33

2(木) 19：30～
三重大学医学部附属病院
病棟12階『三医会ホール』

「心不全における臓器うっ血の評価と臨床応用」 筑波大学医学医療系　循環器内科　准教授　瀬尾　由広　先生

219 33

2(木) 19：20～
ホテルグリーンパーク津
6F　葵・橘の間

『RA上肢の治療』
琉球大学大学院医学系研究科　整形外科学講座
　　　　　　　　　　　　　　　　教授　金谷　文則　先生

220 47

2(木) 20：15～
三重県総合文化センター
文化会館棟　中会議室

『1型糖尿病の成因・診断と治療』 冲中記念成人病研究所　所長　小林　哲郎　先生

251 37

3(金) 19：00～ ホテルグリーンパーク津　葵・橘 「胎盤を通して知るヒトの不思議」
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　展開医療科学講座
　　　　　　　　産科婦人科分野　教授　増﨑　英明　先生

237 27

6(月) 19：30～
三重大学医学部附属病院
病棟12階　三医会ホール

『PE・SePEにおける置換液－FFPとアルブミン溶液の使い
分け－』

東京医科歯科大学医学部附属病院　MEセンター
　　　　　　　　　　　　　　副技師長　大久保　淳　先生

239 38

7(木) 18：00～
三重大学医学部附属病院
総合医学教育棟　臨床第2講義室

敗血症性凝固障害がスッと入ってくる小一時間
大阪急性期・総合医療センター　救急診療科医長
演者　山川　一馬　先生　M.D.,Ph.D

256 57

7(火) 19：00～ 津都ホテル　伊勢東の間

『抗血栓療法の現状と課題：RCTとリアルワールドデータ
から読み解く』

『データベース研究と無作為化大規模試験、首尾一貫し
てこその信頼性』

『Apixaban における抗凝固療法のTRUE or FALSE
             ～ DOACと従来抗凝固療法との違い～』

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

国立病院機構大阪南医療センター
　　　　　　循環器疾患センター　部長　奥山　裕司　先生

桜橋渡辺病院　内科部長/不整脈科長　井上　耕一　先生

246 33

8(水) 18：00～ 三重大学医学部　臨床第2講義室 第108回Tumor Board

271 38

9(木) 18：30～ グリーンパーク津　葵・橘の間

『オピオイド鎮痛薬におけるがん性疼痛治療　UP to
date』

『変形性関節症の痛みの病態を考慮した治療』

星薬科大学　薬物依存研究室
　　　　　　　　　特任教授・名誉教授　鈴木　勉　先生

藤田保健衛生大学医学部　整形外科学教室
　　　　　　　　　教授　山田　治基　先生

233 19

9(木) 19：00～
プラトンホテル四日市
ダイヤモンドホール

『うつ病とうつ病併存精神障害　－成人の場合と子ども
の場合の違い』

長尾こころのクリニック　院長　長尾　圭造　先生

268 61

9(木) 19：15～
三重大学医学部附属病院
新外来棟　5F　ホール

慢性肝炎疾患の最新治療　-肝炎治療の進歩とQOL向上へ
の取り組み-

藤田保健衛生大学　肝胆膵内科　准教授　川部　直人　先生

223 35

9(木) 20：00～ ホテルグリーンパーク津
『循環器専門医から診た2型糖尿病治療戦略～大血管合併
症の予防の観点から～』

徳島大学大学院医歯学研究部　循環器内科学
　　　　　　　　　　　　　教授　佐田　政隆　先生

238 33

10(金) 18：00～ 看護学科棟　4階　会議室 新規がん遺伝子GRWD1の発見と今後の展開
九州大学大学院薬学研究院医薬細胞生化学分野
　　　　　　　　　　教授　藤田　雅俊　先生

250 30

10(金) 18：00～ 家庭医療学/総合診療科　医局 歯科疫学
名古屋大学大学院医学系研究科　予防医学分野
　　　　　　　　　　准教授　内藤　真理子　先生

260 55

大 学 院 医 学 セ ミ ナ ー の お 知 ら せ

開催日

11月
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大 学 院 医 学 セ ミ ナ ー の お 知 ら せ

開催日

10(金) 19：15～
三重大学医学部　先端医科学教育研究棟
（基礎棟）2F　『基礎第1講義室』

「肝腫瘤の鑑別診断」

「がん薬物療法：専門医でなくても知ってほしいミニマ
ム知識」

三重大学医学部附属病院　腫瘍内科　角田　瑛　先生

三重大学医学部附属病院　腫瘍内科　講師　水野　聡朗　先生

258 38

10(金) 19：30～ ホテルグリーンパーク津　6階
『脳卒中急性期医療の現状と課題
　　　　　　　　　　～均てん化に向けて』

九州大学大学院　医学研究院　脳神経外科
　　　　　　　　　　　　　　　　教授　飯原　弘二　先生

164 12

10(金) 19：40～
ホテルグリーンパーク津
6階「伊勢の間」

『デジタル脳波の最近の進歩と臨床応用
　　～てんかん診療とてんかん外科など～』

京都大学大学院医学研究科　てんかん・運動異常生理学講座
　　　　　　　　　　特定教授　池田　昭夫　先生

254 11

13(月) 18：00～ 家庭医療学/総合診療科　医局 高齢者医療と疫学
国立長寿医療研究センター　老年社会科学研究部
社会福祉・地域包括ケア研究室　室長　斎藤　民　先生

261 55

16(木) 18：00～ 医学部　臨床第1講義室 冷え性の漢方治療3 鈴鹿医療科学大学　西村　甲　先生

299 19

16(木) 19：30～
三重大学医学部　看護棟
3階「第一講義室」

「小児てんかんの治療－実践編」
独立行政法人　南岡山医療センター　特命副病院長
重症心身障害児(者)センター長　吉永　治美　先生

244 20

16(木) 19：30～
三重大学医学部附属病院12階
三医会ホール

『ベーチェット病ぶどう膜炎の臨床像と治療』
東京大学　医学部　眼科学教室
　　　　　　　　　　准教授　蕪城　俊克　先生

243 10

16(木) 20：00～
三重大学医学部附属病院
新外来棟5階　大ホール

『心房細動診療のパラダイムシフト』 三重大学医学部附属病院　循環器内科　助教　藤田　聡　先生

227 33

17(金) 17：00～ 家庭医療学/総合診療科　医局 メタ分析（Ⅰ） 県立一志病院　院長　四方　哲　先生

262 55

18(土) 13：15～
三重大学医学部附属病院
12階　三医会ホール

『周術期PHの循環管理』

『成人集中治療』

『小児心臓手術における肺高血圧管理』

三重大学病院臨床麻酔部准教授
血管ハートセンター副センター長　亀井　政孝　先生

大阪大学大学院医学系研究科麻酔集中治療医学教室
　　　　　　　　　　　　准教授　内山　昭則　先生

岡山大学病院小児舛井　教授　岩崎　達雄　先生

270 68

20(月) 17：00～ 家庭医療学/総合診療科　医局
アウトカム基盤型教育
Outcome based Education

金沢医科大学　医学教育学講座　講師　高村　昭輝　先生

263 55

21(火) 18：00～ 三重大学医学部臨床第1講義室 Theme:“とある女性医師の国際医療活動“ 済生会松阪総合病院　乳腺外科　柏倉　由実　先生

294 66

21(火) 19：10～ ホテルグリーンパーク津　6F「橘・葵」
「CML2次治療におけるTKIの選択
　　　　　　～当院の治療データを中心に～」

横浜市立大学附属市民総合医療センター血液内科
　　　　　　　　　　　　　　准教授　藤澤　信　先生

274 38

22(水) 18：45～
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」

「スポーツ障害と関連疼痛に対する初期治療」

「縫合手技の実践」

三重大学大学院医学系研究科　スポーツ整形外科学
　　　　　　　　　　　　　　講師　西村　明展　先生

三重大学医学部附属病院　整形外科
　　　　　　　　　　　　　　講師　辻井　雅也　先生 296 47

22(水) 19：20～
三重大学医学部附属病院　新病棟12階
三医会ホール

「重症外傷治療戦略とICU管理」
～大量輸血プロトコルからECMOまで～

前橋赤十字病院　高度救命救急センター
　　　　　　　　　　副部長　小倉　崇以　先生

255 57

24(金) 18：30～
ホテルグリーンパーク津
6階　橘・葵の間

『急性期医療における漢方の役割』

『東西医学を如何に結ぶか～東洋医学は西洋医学の僕で
はない』

秋田大学大学院医学系研究科医学専攻
病態制御医学系　救急・集中治療医学講座　教授
秋田大学医学部附属病院　漢方外来　中永　士師明　先生

医療法人社団　誠馨会　千葉中央メディカルセンター
                  和漢診療科　部長　寺澤　捷年　先生

196 19

24(金) 18：00～ 家庭医療学/総合診療科　医局 栄養疫学
東京大学大学院医学系研究科　公共健康医学専攻
社会予防疫学分野　教授　佐々木　敏　先生

264 55
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大 学 院 医 学 セ ミ ナ ー の お 知 ら せ

開催日

24(金) 19：20～ 三重県総合文化センター　大会議室 「骨髄異形成症候群（MDS）の診断」
長崎大学原爆後障害医療研究所
原爆・ヒバクシャ医療部門　血液内科学研究分野
　　　　　　　　　　　准教授　波多　智子　先生

300 38

24(金) 20：00～
三重大学病院　新病棟12階
三医会ホール

『合併症を防ぐ胸腔鏡下肺葉切除術の手技　～タコシー
ルによる止血から心嚢内肺静脈切離による脳梗塞予防ま
で～』

北海道大学病院　循環器・呼吸器外科
　　　　　　　　　　　　　　准教授　樋田　泰浩　先生

275 46

24(金) 20：00～ 津なぎさまち　ベイシスカ
「心臓血管外科領域における再生医学の現状と展望～再
生医学は心不全治療に変革をもたらすか？～」

大阪大学大学院医学系研究科　先進幹細胞治療学共同研究講座
　　　　　　　　　　　　　　特任教授　宮川　繁　先生

279 33

25(土) 17：00～ アスト津　4階会議室
『局所進行肺癌に対する外科療法-安全に有効に行うため
に-』

香川大学医学部附属病院　病院長
香川大学医学部　呼吸器・乳腺内分泌外科学
　　　　　　　　　　　　　　教授　横見瀬　裕保　先生

282 46

27(月) 18:00～ 家庭医療学/総合診療科　医局 家庭医療分野での研究 地域医療学講座　助教　市川　周平　先生

265 55

28(火) 18：30～ 家庭医療学/総合診療科　医局
知っておきたいワクチンのハナシ
～予防に勝る治療なし！を実感する～

名張地域医療学講座　講師　谷崎　隆太郎　先生

266 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

11月


