
　

　 　

時間 開催場所 セ ミ ナ ー 内 容 講　演　者
受付
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担当
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5(木) 19：45～ アストプラザ　4階会議室1 「GLP-1受容体作動薬Up to Date」
三重大学医学部附属病院　糖尿病・内分泌内科
　　　　　　　　　　　　　病院教授　矢野　裕　先生

7 37

6(金) 19：30～ 津都ホテル　伊勢東中の間 「パーキンソン病類縁疾患としてのPSP/CBD update」
岐阜大学大学院　医学系研究科　神経内科・老年学分野
　　　　　　　　　　　　教授　下畑　享良　先生

5 11

10(火) 18：00～
探索医学研究棟
3階　リフレッシュコーナー

「肺がんのmicronenvironment、病理でできること」
「How to react to current immuno-oncology from the
pathology side？」

浜松医科大学　腫瘍病理学講座　教授　椙村　春彦　先生

27 23

11(水) 18：00～ 三重大学医学部　臨床第2講義室 第113回Tumor Board　検討症例の経過

13 38

11(水) 18：00～
三重大学医学部附属病院　12階
三医会ホール

ECMOチーム　定例勉強会
トーマスジェファーソン大学病院　心臓外科ICU
　　　　　　　　　　　　　　教授　廣瀬　仁　先生

16 57

11(水) 19：10～
ホテルグリーンパーク津
6F　伊勢の間

「静脈血栓塞栓症ガイドラインの主な改訂ポイント」

「なぜ時代はDOACなのか？～抗凝固薬の発見と開発の歴史から
～」

桑名東医療センター　副病院長　山田　典一　先生

東京医科大学　心臓血管外科学分野　教授　西部　俊哉　先生

12 33

12(木) 18：00～ 三重大学医学部　看護学科棟4階　会議室 ゲノム編集技術の最新動向：基礎から最新のPPR技術まで
九州大学農学研究院　植物分子機能学　准教授
エディットフォース株式会社　代表取締役社長
　　　　　　　　　　　　　　　中村　崇裕　先生

17 30

12(木) 19：15～ ホテルグリーンパーク津
婦人科悪性腫瘍および子宮内膜症手術を科学する～妥当な術式
の開発を目指して～

大阪医科大学産婦人科学教室　教授　大道　正英　先生

3 27

13(金) 20：00～ 三重大学医学部　看護学科棟4階会議室
『CML治療のUp to date-アイクルシグの使用経験を踏まえて-
』

順天堂大学　医学部内科学血液学講座
　　　　　　　　　　　　　　准教授　高久　智生　先生

4 38

14(土) 17：05～
TKPガーデンシティPREMIUM名古屋新幹線
口

TOKAI Pediatrics Symposium
「小児の予防接種～最近の話題と今後の展望～」
「この30年間の免疫学の進歩からアレルギー疾患の発症を考え
る」

国立研究開発法人　国立成育医療研究センター研究所
　免疫アレルギー　感染研究部　部長　松本　健治　先生

藤田保健衛生大学　医学部　小児科学　主任教授　吉川　哲史　先
生 25 20

16(月) 19：00～
三重大学医学部附属病院　外来棟4階
看護部研修室

骨転移合同カンファレンス「症例検討」

14 38

17(火) 18:30～
三重大学医学部
家庭医療学/総合診療科　医局

臨床感染症の基本
～まずは背景・臓器・微生物から～

三重大学医学部　名張地域医療学講座　講師　谷崎　隆太郎　先生

30 55

18(水) 17：30～
　休講
先端医科学教育研究棟
3階会議室

疫学における因果関係の推論
Causal Inference in Epidemiology

社会福祉法人　保健・医療・福祉総合研究所
　　　　　　　　　　研究部門長　山口　直人　先生

11 52

18(水) 10:30～
三重大学　総合研究棟Ⅰ
３階　316～318教室

「レニン・アンジオテンシン系遺伝子改変マウスを用いた
　研究方法の紹介」

愛媛大学大学院医学系研究科薬理学　茂木　正樹　先生

38 71

19(木) 19：00～ プラザ洞津　2階　「末広」の間 産婦人科医も治せます！更年期以降の女性下部尿路症状
大阪市立大学大学院医学研究科　女性生涯医学
　　　　　　　　　　　　教授　古山　将康　先生

18 27

20(金) 19：00～
三重県総合文化センター
文化会館棟2階　中会議室

「エルトロンボパグ投与で奏功した輸血依存性再生不良性貧
血」

「骨髄線維症の治療について（仮）」

西井一浩クリニック　院長　西井　一浩　先生

国際医療福祉大学　医学部　教授　織谷　健司　先生
10 38

20(金) 19：10～ 津都ホテル　伊勢東中の間

認知症の薬物療法　～各種ガイドラインの内容を含めて～

アルツハイマー病の創薬最前線

筑波大学大学院　人間総合科学研究科
　　　　　　　　　　　　　　　教授　水上　勝義　先生

大分大学医学部　神経内科学講座　教授　松原　悦朗　先生 6 11

20(金) 19：40～ ベイシスカ　2F　津なぎさまち 『心房細動合併心不全に対するβ遮断薬の有用性』
富山大学大学院医学薬学研究所（医学）内科学（第二）講座
　　　　　　　　　　　　　　　　　教授　絹川　弘一郎　先生

9 33

21(土) 15:15～ 津都ホテル　５階　伊勢東中の間
「脳神経内科のキャリアプランニング」
「研修医のERでの失敗あるある」
「てんかん重積の続いた一例」

三重大学医学部　神経病態内科学　教授　冨本　秀和　先生
松阪中央総合病院　神経内科　宇野　研一郎　先生
藤田保健衛生大学　七栗記念病院　内科　高橋　雄　先生

46 11

大 学 院 医 学 セ ミ ナ ー の お 知 ら せ

開催日

4月
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大 学 院 医 学 セ ミ ナ ー の お 知 ら せ

開催日

25(水) 10：30～
三重大学　総合研究棟Ⅰ
３階　316～318号室

企業から見た医薬品開発と医師の役割 バイオコモ株式会社　取締役　尾﨑　拡　先生

42 71

25(水) 18：30～ 先端医科学教育研究棟3階　会議室
第43回公衆衛生セミナー
「用量反応関係のメタアナリシスと実践」
「A dose-response meta-analysis with applications」

名古屋大学大学院医学系研究科　臨床医薬学講座　生物統計学分野
　　　　　　　　　　　　　　　　　　准教授　高橋　邦彦　先生

19 52

26(木) 19：00～ ベイシスカ

MIE Ovarian Cancer Symposium
「プラチナ感受性再発卵巣癌治療の最前線」
「乳がん・卵巣がんの分子標的治療における薬剤耐性と薬剤耐
性克服（仮）」

東京慈恵会医科大学　産婦人科学講座
　　　　　　　　教授　岡本　愛光　先生

東京医科歯科大学大学院　難治疾患研究所　ゲノム応用医学研究部
門
　　　　　　　　　　　　分子遺伝学分野　教授　三木　義男　先 26 27

26(木) 19：10～
ホテルグリーンパーク津　6階　藤・萩の
間

『DOAC二次予防のリアルワールドデータと外科的手術における
ブリッジセラピー』

『高齢社会における心房細動抗凝固療法』

神鋼記念病院　脳神経外科　部長　上野　泰　先生

大分大学　医学部　循環器・臨床検査診断学講座
　　　　　　　　　　　　　教授　高橋　尚彦　先生 8 33

26(木) 19：20～ 三重大学医学部　臨床第2講義室 第9回　三重小児救命医療講演会「小児の気道管理」 三重大学医学部附属病院　臨床麻酔部　助教　坂倉　庸介　先生

28 20

※　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


