
　

　 　

時間 開催場所 セ ミ ナ ー 内 容 講　演　者 参加費
受付
ＮＯ

担当
分野

ハイブリッド開催セミナーです。
WEBでの参加ご希望の方は、下記URLより事前登録をお願
いします。

【会場で参加ご希望の方】
三重大学医学部附属病院
病棟12階　三医会ホール

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIldeu

prTgpHNNC6Wcn8BhwTdKy5UlMSNnl

WEB講演会です。

視聴希望の方は、所属、氏名、メールアドレス、学籍番
号、学年を記載の上、下記メールアドレスにお申込みく
ださい。
（担当者：第一三共(株)　橋本　大輔様）

hashimoto.daisuke.ny@daiichisankyo.co.jp

WEBセミナーです。
視聴希望の方は、下記URLより事前登録をお願いしま
す。
パスコード：　10217FR

https://www.shionogi.tv/

WEBセミナーです。
参加希望の方は、所属、氏名、メールアドレス、学籍番
号、学年を記載の上、6月7日19時までに下記メールアド
レスにお申込みください。
（担当者：大塚製薬(株)　本多様）

Honda.Yoshinori@otsuka.jp

三重大学医学部　臨床第２講義室

参加希望者は5月25日(水)正午までに下記URLから事前申
込をお願いします。

https://forms.gle/kpNZtbkQZFBDJiMW8

6月

36

2(木) 19:00～ 麻酔科医から見た無痛分娩
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　麻酔・蘇生学講座
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教授　森松　博史　先生

34

37

36

20

大学院セミナー／先端医学医療セミナー の お 知 ら せ

開催日

3(金) 19:30～
脳主幹動脈閉塞に対する血栓回収療法のアップデート
～脳血管内治療における周術期と抗血栓療法～

西湘病院　脳神経外科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部長　竹内　昌孝　先生

32

3(金) 19:30～ 地域連携を踏まえたオピオイド選択
富山大学附属病院　臨床腫瘍部
　　　　　　　　　　　　　　診療講師・副部長　梶浦　新也　先生

7(火) 19:00～ 急性心不全治療の新たな展開
三重大学大学院医学系研究科　循環器・腎臓内科学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教授　土肥　薫　先生

35 46

8(水) 18:00～ Tumor Board

29
21-
B

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIldeuprTgpHNNC6Wcn8BhwTdKy5UlMSNnl
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIldeuprTgpHNNC6Wcn8BhwTdKy5UlMSNnl
mailto:hashimoto.daisuke.ny@daiichisankyo.co.jp
https://www.shionogi.tv/
mailto:Honda.Yoshinori@otsuka.jp
https://forms.gle/kpNZtbkQZFBDJiMW8
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大学院セミナー／先端医学医療セミナー の お 知 ら せ

開催日

本会のご参加方法はリモートのみです。
ご視聴の方は事前登録が必要となります。
また、視聴ご希望の方は下記の情報を記載の上、6月14
日(火)までに担当者までお申し込みください。

所属施設名、学籍番号、学年、氏名、メールアドレス

（担当者：バイエル薬品株式会社 藤田幸宏様）

yukihiro.fujita1@bayer.com

WEBセミナーです。
参加希望の方は、下記URLより事前登録をお願いしま
す。
登録後、視聴パスワードをメールにてご案内いたしま
す。

ウェビナーID：964 1520 9933

https://asahi-

kasei.zoom.us/webinar/register/WN_fcEdl9bySXS1

5s3XDx4jdw

ハイブリッド開催セミナーです。
参加方法に関わらず、下記URLより事前参加登録をお願
いします。

【会場で参加ご希望の方】
ベイシスカ

【WEB視聴希望の方】
事前参加登録後、参加URLをお送りします。

https://chugai-

pharm.zoom.us/meeting/register/tJEpdemgpz0tHd1

l12-gGmcLOe1z3E5s2pY6

500円
（会場参
加者）

WEB講演会です。

視聴希望の方は、所属、氏名、メールアドレス、学籍番
号、学年を記載の上、下記メールアドレスにお申込みく
ださい。
（担当者：第一三共(株)　橋本　大輔様）

hashimoto.daisuke.ny@daiichisankyo.co.jp

6月

20-
A

16(木) 19:00～

「TMの新規な作用機序」

「腫瘍微小環境における血管の形成とその制御」

福島県立医科大学医学部　血液内科学講座
                                   主任教授　池添 隆之 先生

大阪大学微生物病研究所　情報伝達分野
                                       教授　高倉　伸幸 先生

26

28

15(水)

17(金) 20:00～
循環器領域における人工知能活用の今～心不全・心房細動～ 徳島大学病院　循環器内科

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講師　楠瀬 賢也 先生

17(金) 19:15～
免疫療法の効果予測因子に関する最近の話題 がん研究会有明病院　先端医療開発科　部長

　　　　　　　　　　がん免疫治療開発部　部長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北野　滋久　先生

日本大学医学部内科学系　腎臓高血圧内分泌内科学分野
　　　　　　　　　　　　　　　　　　主任教授　阿部　雅紀　先生

群馬大学大学院医学系研究科　内科学講座　循環器内科学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教授　石井　秀樹　先生

24
21-
A

19:05～

「Cardio-Renal Anemia Syndrome(CRAS)
心腎貧血症候群を再考する」

「超高齢社会の循環器疾患－益々重要になる心腎連関－」

16
20-
A

21-
A

mailto:yukihiro.fujita1@bayer.com
https://asahi-kasei.zoom.us/webinar/register/WN_fcEdl9bySXS15s3XDx4jdw
https://asahi-kasei.zoom.us/webinar/register/WN_fcEdl9bySXS15s3XDx4jdw
https://asahi-kasei.zoom.us/webinar/register/WN_fcEdl9bySXS15s3XDx4jdw
https://chugai-pharm.zoom.us/meeting/register/tJEpdemgpz0tHd1l12-gGmcLOe1z3E5s2pY6
https://chugai-pharm.zoom.us/meeting/register/tJEpdemgpz0tHd1l12-gGmcLOe1z3E5s2pY6
https://chugai-pharm.zoom.us/meeting/register/tJEpdemgpz0tHd1l12-gGmcLOe1z3E5s2pY6
mailto:hashimoto.daisuke.ny@daiichisankyo.co.jp
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大学院セミナー／先端医学医療セミナー の お 知 ら せ

開催日

WEBセミナーです。
参加費：1,000円（銀行振込）
松阪・多気地区地域リハビリテーション連絡協議会の会
員施設ご所属の方は無料。

定員：90名（非会員施設は上限30名）

視聴希望の方は、①所属施設名、②学籍番号、③学年、
④氏名、⑤メールアドレスを記載の上、
下記メールアドレスに６月２日（木）までにご連絡くだ
さい。おって申込方法をお知らせいたします。
（担当者：リハビリテーション科　中山様）

reha@med.mie-u.ac.jp 1000円

ハイブリッド開催セミナーです。
参加方法に関わらず、事前参加申込をお願いします。

参加希望の方は、参加方法、所属、氏名、メールアドレ
ス、学籍番号、学年を記載の上、下記メールアドレスに
お申込みください。

【会場】
三重大学医学部附属病院
外来棟5階ホール

kodomok@pref.mie.lg.jp

WEB講演会です。

視聴希望の方は、所属、氏名、メールアドレス、学籍番
号、学年を記載の上、下記メールアドレスに、６月２３
日(木)までにお申込みください。
（担当者：アストラゼネカ（株）　黄地様）

Atsushi.Ouchi@astrazeneca.com

WEBセミナーです。
下記URLよりご視聴ください。
ミーテイング情報：　2632　216　0988
ミーテイングパスワード：　Bms0624

当日、聴講希望の方は下記のURLより入室頂き
ご施設名・ご所属・お名前・メールアドレスを入力して
頂きご参加お願いします。

https://bmsevents.webex.com/

6月

34

20(月) 19:00～ 誤嚥性肺炎のリハビリテーション（仮）
三重大学医学部附属病院　リハビリテーション科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教授　百崎　良　先生

23

20-
A

24(金) 19:00～ 心房細動患者における病診連携の重要性
三重大学医学部附属病院　循環器内科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　助教　藤田　聡　先生

33

福島県立医科大学　呼吸器外科学講座
　　　　　　　　　　　　　　　　　　主任教授　鈴木　弘行　先生

47

24(金) 19:00～ EGFR陽性肺癌の術後再発症例に対するタグリッソの有用性

27

23(木) 18:00～

「妊孕性温存療法のキホン」

「国の小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促
進事業とがん・生殖医療の現状」

三重大学医学部附属病院　産科婦人科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　助教　高山　恵理奈　先生

聖マリアンナ医科大学　産婦人科学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教授　鈴木　直　先生

41 36

mailto:reha@med.mie-u.ac.jp
mailto:kodomok@pref.mie.lg.jp
mailto:Atsushi.Ouchi@astrazeneca.com
https://bmsevents.webex.com/
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大学院セミナー／先端医学医療セミナー の お 知 ら せ

開催日

ハイブリッド開催セミナーです。

参加方法に関わらず、下記URLより事前参加申込をお願
いします。

【会場】
三重大学医学部附属病院
病棟12階　三医会ホール

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZApde

qupzwqGtbS5NBMKXXoKNb-muNfsl3_ 29

6月

30(木) 19:30～
学校心臓検診の最近の話題：判読実務、紹介例対応の実際も
含めて

三重大学医学部附属病院　小児科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講師　澤田　博文　先生

40

※　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

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZApdequpzwqGtbS5NBMKXXoKNb-muNfsl3_
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZApdequpzwqGtbS5NBMKXXoKNb-muNfsl3_

