
　 　

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

WEBセミナーです。

参加希望の方は9/30（金）までに下記より事前登録をお
願いいたします。登録時に氏名、ご所属、メールアドレ
ス、学年、学籍番号をご記入ください。

登録はこちらから
（問合せ先：テルモ株式会社　　葛西様　）

★受講確認票発行希望のご依頼は下記までお願いいた
します。
（三重大学医学部附属病院　血液浄化療法部）

renal@clin.medic.mie-u.ac.jp

ハイブリッド開催セミナーです。

メールにて事前申込が必要です。
件名を「セミナー参加申込」として、氏名・所属(学部学
科)・学籍番号・対面 or Zoom・連絡先メールアドレスを
記載して、下記までお申し込みください。

申込締切：10月3日（月）12：00

【会場】
総合研究棟Ⅱ２階第五会議室(229)

（担当：システムズ薬理学　上杉様）

spharmacology@med.mie-u.ac.jp

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、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。

参加希望者は9月28日(水)までに下記URLから事前登録を
お願いします。

登録はこちらから

16:20～

5(水)

6(木) 19:00～

担当分野一覧

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

6(木) 19:00～
頭痛の診断と治療の最新の話題 東京女子医科大学　脳神経外科

　　　　　　　　　　　　　　客員教授　清水　俊彦　先生

　　※※WEBで参加した場合の押印について、担当分野の間違いが発生しております。『担当分野一覧』をご確認の上、押印依頼を行ってください。※※

58 37

20-B67

岡崎市民病院　腎臓内科
　　　　　　　　　　　　　　統括部長　朝田　啓明　先生

岡崎市民病院　看護局
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　星井　英里　先生

1(土)

72

「計画的導入を可能にする組織運用」

「段階に応じた組織的患者支援の実際」

36

53

三重大学医学部附属病院　産科婦人科
　　　　　　　　　　　　　　　　助教　吉田　健太　先生

岐阜大学医学部附属病院　産婦人科
　　　　　　　　　　　　　　併任講師　早崎　容　先生

64

15:00～

Updated Availability for Zebrafish Studies
－ ゼブラフィッシュ研究の可能性 －

※The seminar will be given in English.

ZeClinicsより
Christian Cortes （R&D Scientist)
Ana Duran （Sales and Account Manager）

「子宮体癌再発治療の新たな治療選択～当院のペムブロリズ
マブ＋レンバチニブ使用経験から考える～」

「子宮体癌治療におけるペムブロリズマブ＋レンバチニブ併
用療法～実臨床での経験とマネジメントの工夫と取り組み
～」

https://teams.microsoft.com/registration/iZwG_NrUc0uO7Kuqkzq0CA,jCpfqk5iCkipMWQ43keYew,ef5CikcjxEKTRjqkc1Qu6g,6W0Rs28Njkm_1sfwZZObvA,HlKQidMn70uILIJFRm-dcw,5BQIzRyW7kOumtX3PGPnog?mode=read&tenantId=fc069c89-d4da-4b73-8eec-abaa933ab408
mailto:kazutaka_kasai@terumo.co.jp
mailto:renal@clin.medic.mie-u.ac.jp
mailto:hashimoto.daisuke.ny@daiichisankyo.co.jp
https://mc-01-app-us.veevacrm.com/222.0.200/app/surveys/index?EmailId=a2710000006Y19wAAC&AccountId=0011000001PBWpzAAH&OrgId=00D10000000JvL7EAK&SurveyId=a2F1000000ADzaQEAT&AppDocId=a1q1000000uddkmAAA&#/start
https://www.medic.mie-u.ac.jp/grad/education/pdfdata/seminar_list.pdf
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担当分野一覧

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で参加した場合の押印について、担当分野の間違いが発生しております。『担当分野一覧』をご確認の上、押印依頼を行ってください。※※

ハイブリッドセミナーです。

【会場参加の方】
ホテルグリーンパーク津　6階

【WEB参加の方】
所属、氏名、メールアドレス、学籍番号、学年を記載の
上、10月7日18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

ハイブリッド開催セミナーです。

【会場参加の方】
基礎第一講義室

【WEB参加の方】
下記URLより聴講ください。

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞID：　968 0574 1025
ﾊﾟｽｺｰﾄﾞ：　462728

https://zoom.us/j/96805741025

三重大学医学部　臨床第２講義室

参加希望者は9月28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

ハイブリッドセミナーです。

参加希望者は下記よりお申し込みください。

【会場参加の方】（40名を予定）

https://seminar-success.com/p/r/faJ5YaRj
【WEB参加の方】

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_-
5vcLQRxQBykcCY-n8ppMA 74

亀田メディカルセンター　ウロギネ・女性排尿機能センター長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野村　昌義　先生

11(火) 19:00～

13(木)

7(金) 19:40～
脳血管障害の手術と周術期管理：基本と実際

68

骨盤臓器脱に対するロボット支援手術の本質とアドバンステ
クニック

36

37

12(水) 18:00～ Tumor Board

秋田大学大学院医学系研究科　脳神経外科講座
　　　　　　　　　　　　　　　　教授　清水　宏明　先生

75 21-B

大人の注意欠如・多動症について 弘前大学大学院医学研究科　神経精神医学講座
　　　　　　　　　　　　　　　　教授　中村　和彦　先生

78

18:55～

28

https://www.medic.mie-u.ac.jp/grad/education/pdfdata/seminar_list.pdf
mailto:Honda.Yoshinori@otsuka.jp
https://zoom.us/j/96805741025
https://forms.gle/kpNZtbkQZFBDJiMW8
https://seminar-success.com/p/r/faJ5YaRj
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_-5vcLQRxQBykcCY-n8ppMA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_-5vcLQRxQBykcCY-n8ppMA
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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で参加した場合の押印について、担当分野の間違いが発生しております。『担当分野一覧』をご確認の上、押印依頼を行ってください。※※

ハイブリッドセミナーです。

【会場参加の方】
ホテルグリーンパーク津　6F「伊勢の間」

【WEB参加の方】
下記URLより事前登録をお願いします。

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_6R6
h1W5zRhm9IAO08v5iIg

★受講確認票発行希望のご依頼は下記までお願いいた
します。
（神経病態内科学　秘書様）

s-naika@med.mie-u.ac.jp 500円

総合医学教育棟　臨床第二講義室

参加希望者は、下記URLより事前申し込みをお願いしま
す。

https://forms.gle/SroUGdEi3pTTKVqa8

WEBセミナーです。

参加希望の方は下記メールアドレス宛に氏名、学籍番
号、学年を記載の上、参加登録をお願いします。

登録締め切り：10月18日（火）

（担当者：ノバルティスファーマ株式会社　三重ブロッ
ク　早川様）

tohru.hayakawa@novartis.com

ハイブリッド開催セミナーです。

【会場参加の方】
ホテルグリーンパーク津　葵・橘・藤

【WEB参加の方】
下記URLより事前登録をお願いします。

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYkc-
6orzoqG9VxkYrxUyQ8bN199-W5ukPw

80

さいとう内科呼吸器科　三重スリープクリニック
　　　　　　　　　　　　　　　　院長　齋藤　公正　先生

60 20-A

名古屋大学大学院医学系研究科　神経内科学
　　　　　　　　　　　　　　　　教授　勝野　雅央　先生

19(水) 19:00～
AHIだけじゃないSAS診療の実際！－データから病態を予測す
る－

レビー小体病のハイリスクコホート～早期診断と先制治療に
向けて～

19:15～14(金)

20(木)

17(月) 18:00～ 骨軟部腫瘍カンファレンス

10月

19:00～ 効かせる漢方
かげやま医院
　　　　　　　　　　　　　　　　院長　蔭山　充　先生

76 36

2571

会場参加
者

38

https://www.medic.mie-u.ac.jp/grad/education/pdfdata/seminar_list.pdf
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_6R6h1W5zRhm9IAO08v5iIg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_6R6h1W5zRhm9IAO08v5iIg
mailto:s-naika@med.mie-u.ac.jp
https://forms.gle/SroUGdEi3pTTKVqa8
mailto:tohru.hayakawa@novartis.com
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYkc-6orzoqG9VxkYrxUyQ8bN199-W5ukPw
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYkc-6orzoqG9VxkYrxUyQ8bN199-W5ukPw
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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で参加した場合の押印について、担当分野の間違いが発生しております。『担当分野一覧』をご確認の上、押印依頼を行ってください。※※

ハイブリッド開催セミナーです。
参加費：500円
（オンライン参加の方には、申し込み後メールにて支払
方法のご案内があります）

現地参加・オンライン参加ともに下記URLより事前登録を
お願いします。 現地参

加、オン
ライン参
加共に

https://bit.ly/3KWNHk7 500円

ハイブリッド開催セミナーです。

【会場参加の方】
基礎第一講義室

【WEB参加の方】
下記URLより聴講ください。

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞID：　962 9534 8864
ﾊﾟｽｺｰﾄﾞ：　104312

https://zoom.us/j/96295348864

ハイブリッド開催セミナーです。

【会場参加の方】
三重大学医学部附属病院
病棟12階　三医会ホール

【WEB参加の方】
下記URLより事前登録をお願いします。

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYlc-
mrrT0tG9Gr9PyWd0kadWYtUXL8A8CW

ハイブリッド開催セミナーです。

参加希望の方は下記URLより参加登録をお願いします。
登録締め切り：10月26日（水）

【会場】
ホテルグリーンパーク津　伊勢の間

（問合せ先：アステラス製薬株式会社
　担当者名　三好雄介　様
　メールアドレス　yusuke.miyoshi@astellas.com）

現地参加
のみ

https://forms.office.com/r/rLiB6VjhVM 1000円

福岡市立こども病院　総合診療科
　　　　　　　　　　　　　　　　科長　古野　憲司　先生

73

※　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

20(木) 19:35～ 川崎病診療で気をつけていること－MIS-Cとの鑑別は可能かー

27(木) 19:40～

腎性貧血治療Up to date
↓変更になりました　10.20

病診連携によるCKDの至適医療を考える

27(木) 19:00～ 帝王切開瘢痕症候群の病態生理とその治療

28

25(火) 18:30～ 地域住民を対象とした高齢者調査からの研究
愛媛大学大学院医学系研究科　分子・機能領域　精神神経科学講座
　　　　　　　　　　　　　　　　教授　上野　修一　先生

81

29

埼玉医科大学　腎臓内科
　　　　　　　　　　　　　　　　教授　岡田　浩一　先生

86 20-A

36

滋賀医科大学　産科婦人科学講座
　　　　　　　　　　　　　　　准教授　辻　俊一郎　先生

77

https://www.medic.mie-u.ac.jp/grad/education/pdfdata/seminar_list.pdf
https://bit.ly/3KWNHk7
https://zoom.us/j/96295348864
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYlc-mrrT0tG9Gr9PyWd0kadWYtUXL8A8CW
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYlc-mrrT0tG9Gr9PyWd0kadWYtUXL8A8CW
https://forms.office.com/r/rLiB6VjhVM
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