
　 　

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10月31日までに下記担当者へ所属、氏
名、メールアドレス、学籍番号をお知らせください。

（担当者　中外製薬　狩野様）

karino.shinichi78@chugai-pharm.co.jp

受講確認票発行希望の方は下記までご連絡ください。
三重大学消化器内科学

hisho3@med.mie-u.ac.jp

WEB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：11月1日（火）

https://forms.office.com/r/YKfV12HcXB

WEBセミナーです。

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：ｱｽﾃﾗｽ製薬株式会社　前田 武志様）

takeshi-maeda@astellas.com

臨床講義棟（総合医学教育棟）
定員：400名

三重大学医学部　臨床第２講義室

参加希望者は11月2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

79 22

21-B

29

担当分野一覧

83 32

6(日) 13:00～ パープルリボンセミナー

89 20-A

4(金) 18:30～

「小児・AYA世代の急性骨髄性白血病治療のいま」

「FLT3阻害剤を用いたAMLの治療戦略」

国立成育医療研究センター　小児がんセンター　血液腫瘍科
　　　　　　　　　　　　　　　診療部長　富澤　大輔　先生

佐賀県医療センター好生館　血液内科
　　　　　　　　　　　　　　　　　部長　吉本　五一　先生

91

2(水) 19:00～
F1ドライバーの血圧は50％上がる～日常血圧管理に何ができ
るか？～

国際医療福祉大学医学部　臨床検査医学
　　　　　　　　　　　　　　　主任教授　下澤　達雄　先生

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。※※

1(火) 19:00～
肝がんの集学的治療におけるアテゾリズマブ＋ベバシズマブ
併用療法の位置づけ

武蔵野赤十字病院　副院長
                  　　　　消化器科部長　黒崎　雅之　先生

9(水) 18:00～ Tumor Board

90
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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。※※

WEB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：11月9日（水）18時

登録はこちらから

三重大学医学部附属病院
病棟12階　三医会ホール

ハイブリッド開催セミナーです。
参加希望者は下記URLより事前登録をお願いします。

【会場】
都ホテル四日市　3階「朝明の間」

登録はこちら

★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

WEB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：11月11日（金）17時

登録はこちらから

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

88 20-A

29

94 20-A

37

9(水) 19:50～ 最新の慢性心不全治療～当院の取り組み～
名古屋ハートセンター　循環器内科
　　　　　　　　　　　　　　　　　医長　徳田　尊洋　先生

10(木) 19:30～

札幌医科大学医学部　脳神経外科学講座
　　　　　　　　　　　　　　　　　教授　三國　信啓　先生

11(金) 20:00～
在宅における心不全診療の経験・高齢者心房細動治療を含め
て

ぶどうの木クリニック　循環器内科
　　　　　　　　　　　ハートセンター長　琴岡　憲彦　先生

19:10～ 脳卒中のトータルケア ～てんかん・疼痛も見逃せない～

11月

AAVベクターによる遺伝子治療

自治医科大学　ｵｰﾌﾟﾝｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ　神経遺伝子治療部門　特命教授
東京大学医科学研究所　遺伝子・細胞治療センター客員教授
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　村松　慎一　先生

92

15(火)

25

11(金) 19:00～ 視神経脊髄炎スペクトラム障害（NMOSD）の臨床
九州大学大学院医学研究院　神経内科学
　　　　　　　　　　　　　　　　　教授　磯部 紀子　先生

会場参加
の方のみ

87

97
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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。

参加希望の方は、所属、氏名、会場参加orWEB参加、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。
登録締め切り：11月15日（火）

【会場】
ホテル津センターパレス『安濃津の間』

（担当：ｲﾄﾞﾙｼｱ ﾌｧｰﾏｼｭ-ﾃｨｶﾙｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社
　　田中　佳之　様）

yoshiyuki.tanaka@ext.idorsia.com

ホテル　グリーンパーク津
６Ｆ　安濃

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　6F（伊勢、安濃）
参加費：500円

【WEB参加の方】
事前登録が必要です。下記のリンクから登録して下さ
い。

会場参加
の方のみ

https://con-system.com/miesougou/ 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/bRquJ4Q74N2p48FP8
ハイブリッド開催セミナーです。

【会場参加の方】
三重大学附属病院　外来・診療棟5階　大ホール

【WEB参加の方】
下記URLよりお入りください。
入室の際に名前、学籍番号をご入力ください。

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞID：　835 9206 4887
ﾊﾟｽｺｰﾄﾞ：　000319

登録はこちらから

82 36

37

17(木) 19:30～ 卵巣がん初回治療を考える
筑波大学　医学医療系　産科婦人科学
　　　　　　　　　　　　　　　　　教授　佐藤　豊実　先生

18(金) 18:45～

「頭蓋底周辺の画像診断」

「画像診断と放射線治療の融合：分子画像から量子画像への
転換」

宮崎大学医学部病態解析医学講座　放射線医学分野
　　　　　　　　　　　　　　　　　教授　東　美菜子　先生

岐阜大学大学院医学系研究科　生体管理医学講座　放射線医学分野
　　　　　　　　　　　　　　　　　教授　松尾　政之　先生

21(月) 18:00～ 骨軟部腫瘍カンファレンス

36

21(月) 18:30～
細菌由来細胞死誘導ペプチドによる臓器線線維化促進機序の
解明とそれを標的とする治療法の確立

三重大学医学部附属病院　内科系診療科　糖尿病・内分泌内科
　　　　　　　　　　　　　　　　　助教　安間　太郎　先生

95

17(木) 19:00～ SAH治療up-to-date
三重大学大学院医学系研究科　脳神経外科学
　　　　　　　　　　　　　　　　　教授　鈴木　秀謙　先生

93

107 38

84 31
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