
　 　

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。

参加希望者は、所属施設名、学籍番号、学年、氏名、
メールアドレスを記載の上、下記メールアドレスに2月28
日(火)までにお申込みください。
（申込先:消化管・小児外科学　伊藤様）

dis@med.mie-u.ac.jp

ハイブリッド開催セミナーです。

参加希望者は、下記URLより参加登録をお願いします。
申込期限：3月1日（水）

【会場】
三重大学医学部附属病院
外来棟5階ホール

https://forms.gle/RuV2ULwEhG6RZA7e8

三重大学医学部　臨床第２講義室

参加希望者は3月1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

ハイブリッド開催セミナーです。

【会場】
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】
所属施設名、学籍番号、学年、氏名、メールアドレスを
記載の上、下記メールアドレスまでにお申込みくださ
い。
（申込先:扶桑薬品工業株式会社　川端様）

m-kawabata@fuso-pharm.co.jp

WEB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。

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_SAe
mvXzzS1WYurovh2Znpw

9(木) 19:00～

担当分野一覧

33

131 47

104

138 21-B

132 36

141 37

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

1(水) 17:30～ 大腸癌治療の歴史と進歩
遠山病院
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　井上　靖浩　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。※※

産婦人科の先生方に知っていただきたい、男性不妊の基礎知
識

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

4(土) 17:00～

「集中治療におけるリハビリテーションの考え方と実際」

「三重県における急性期リハビリテーションの現状と課題」

「入院2日以内に始める早期リハビリテーション医療の実践」

三重大学医学部附属病院リハビリテーション部
　　　　　　　　　　　　　　　　技師長　清水　美帆　様

三重大学医学部附属病院リハビリテーション部
　　　　　　　　　　　　　　　　　教授　百崎  良　先生

日本大学医学部リハビリテーション医学分野
　　　　　　　　　　　　　　　　　教授　新見　昌央　先生

8(水) 18:00～ Tumor Board

獨協医科大学埼玉医療センター国際リプロダクションセンター　チーフディレクター

獨協医科大学　　　　　　名誉教授
　　　　　　　　　　　　医学部特任教授　岡田　弘　先生

9(木) 19:40～
脳卒中治療における新規抗てんかん薬の役割　アップデート
2023

mailto:dis@med.mie-u.ac.jp
https://forms.gle/RuV2ULwEhG6RZA7e8
https://forms.gle/kpNZtbkQZFBDJiMW8
mailto:m-kawabata@fuso-pharm.co.jp
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_SAemvXzzS1WYurovh2Znpw
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_SAemvXzzS1WYurovh2Znpw
https://www.medic.mie-u.ac.jp/grad/education/pdfdata/seminar_list.pdf


　 　

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

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。

参加希望者は、所属施設名、学籍番号、学年、氏名、
メールアドレスを記載の上、下記メールアドレスに3月14
日(火)までにお申込みください。
（申込先:消化管・小児外科学　伊藤様）

dis@med.mie-u.ac.jp

ハイブリッド開催セミナーです。

【会場】
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/tZctcuitr
z4pHNfCij5NVA30ZnOemplWdMwc

WEBセミナーです。

下記URLより、3月15日までに事前登録をお願いします。

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_wO
OvlhqmRiCmNY_U0LNQ2w

三重大学医学部附属病院
病棟12階　三医会ホール

1000円

WEBセミナーです。

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://chugai-
pharm.zoom.us/meeting/register/tJcld-
GoqzgvHdzYpDRo5A86cNYbbec2k763

123

慶應義塾大学医学部　産婦人科学教室
　　　　　　　　　　　　　　　　　講師　山上　亘　先生

三重県立総合医療センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　毛利　靖彦　先生

137

18(土) 15:00～
大動脈解離の分子病態：包括的な理解を目指して 久留米大学　循環器病研究所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青木　浩樹　先生

145

146

35

三重大学医学部附属病院　外来化学療法部/腫瘍内科
　　　　　　　　　　　　　　　　　講師　齋藤　佳菜子　先生

滋賀県立総合病院　放射線治療科
　　　　　　　　　　　　　　　　　科長　山内　智香子　先生

15(水) 17:30～

36

105 33

慢性炎症と消化器癌

3月

16(木) 19:10～

「末期腎不全の療法選択やその後を見据えた病診連携」

「不整脈デバイス治療について」

「最近の虚血性心疾患の診断方法」

三重大学医学部附属病院　腎臓内科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山脇　正裕　先生

三重大学医学部附属病院　循環器内科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　香川　芳彦　先生

三重大学医学部附属病院　循環器内科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　栗田　泰郎　先生

19:00～
産婦人科領域におけるデータベースの可能性

18(土) 15:05

16(木)

20-A

6

「進行・再発TNBCに対する免疫チェックポイント阻害薬の使
用経験～免疫療法のメリット・デメリットとは～」

「変わりゆく乳癌放射線治療」～乳癌診療ガイドライン改訂
をふまえて～

https://www.medic.mie-u.ac.jp/grad/education/pdfdata/seminar_list.pdf
mailto:dis@med.mie-u.ac.jp
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZctcuitrz4pHNfCij5NVA30ZnOemplWdMwc
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZctcuitrz4pHNfCij5NVA30ZnOemplWdMwc
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_wOOvlhqmRiCmNY_U0LNQ2w
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_wOOvlhqmRiCmNY_U0LNQ2w
https://chugai-pharm.zoom.us/meeting/register/tJcld-GoqzgvHdzYpDRo5A86cNYbbec2k763
https://chugai-pharm.zoom.us/meeting/register/tJcld-GoqzgvHdzYpDRo5A86cNYbbec2k763
https://chugai-pharm.zoom.us/meeting/register/tJcld-GoqzgvHdzYpDRo5A86cNYbbec2k763


　 　

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

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。

参加希望者は、所属施設名、学籍番号、学年、氏名、
メールアドレスを記載の上、下記メールアドレスに3月21
日(火)までにお申込みください。
（申込先:消化管・小児外科学　伊藤様）

dis@med.mie-u.ac.jp

ハイブリッド開催セミナーです。

参加希望者は下記URLより事前申し込みをお願いします。

【会場】
ホテルセンターパレス津「伊勢」の間

https://onl.bz/UniBhLk

ハイブリッド開催セミナーです。

【会場】
ホテルグリーンパーク津
6F　藤・萩

【WEB参加の方】3/8更新
下記URLより事前登録をお願いします。
ミーティングID：912 0132 9378
パスコード：0323

会場参
加の方
のみ

https://asahi-kasei.zoom.us/meeting/register/tJUvd-
irrDIpHdzdzqqE5bg5bm_umzxx_s3B

500円

ハイブリッド開催セミナーです。

【現地参加の方】
三重大学医学部附属病院
総合医学研究棟　臨床第二講義室

【WEB参加の方】
下記URLより事前登録をお願いします。

https://astrazeneca.zoom.us/meeting/register/tJItde
CqrjsvEtVECcx9q4uJFLtYI5WTvWzg

106

139 20-A

140 29

東邦大学医学部　整形外科学講座
　　　　　　　　　　　　　　　　　教授　高橋　寛　先生

110

33

38

「腎臓生理から考える高血圧の病態と治療」

「ステージ別に考える心不全最新治療」

桑名市総合医療センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　登内　仁　先生

23(木) 19:30～
脊椎骨粗鬆症に対する薬物治療と手術療法

当院の現状とこれからの役割
22(水)

3/20更新
17:30～
18:00～

23(木) 19:10～

近畿大学医学部　腎臓内科
　　　　　　　　　　　　　　　主任教授　有馬　秀二　先生

富山大学　学術研究部医学系内科学（第二）
　　　　　　　　　　　　　　　　　教授　絹川　弘一郎　先生

類型変更後のCOVID-19、インフルエンザ、RSVを含む小児感染
症診療

独立行政法人　国立病院機構　三重病院長
東京財団政策研究所研究主幹
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　谷口　清州　先生

23(木) 19:35～

https://www.medic.mie-u.ac.jp/grad/education/pdfdata/seminar_list.pdf
mailto:dis@med.mie-u.ac.jp
https://onl.bz/UniBhLk
https://asahi-kasei.zoom.us/meeting/register/tJUvd-irrDIpHdzdzqqE5bg5bm_umzxx_s3B
https://asahi-kasei.zoom.us/meeting/register/tJUvd-irrDIpHdzdzqqE5bg5bm_umzxx_s3B
https://astrazeneca.zoom.us/meeting/register/tJItdeCqrjsvEtVECcx9q4uJFLtYI5WTvWzg
https://astrazeneca.zoom.us/meeting/register/tJItdeCqrjsvEtVECcx9q4uJFLtYI5WTvWzg


　 　

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

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。※※

ハイブリッド開催セミナーです。

【現地参加の方】
三重大学医学部附属病院
病棟7階　カンファレンス室

【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/tZYuf-
qgqjkiHd2b4lbcUYW4b21upzidoOhw

WEB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。

https://gjm.pw/85usz

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。

（お問い合わせ先） 運動器外科学・腫瘍集学治療学

https://forms.gle/higeaVzsPnhdmNvX6

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】
三重県総合文化センター
生涯学習センター　2階　視聴覚室

https://bit.ly/3JfKdKR
ハイブリッド開催セミナーです。

【会場】
ホテル津センターパレス

【WEB参加の方】
下記URLよりお申込みください。

申し込みはこちらから
★WEB参加の方は、受講後、神経病態内科学医局へお越しく
ださい。「受講確認票」が必要な方は、下記までご連絡く
ださい。
（神経病態内科学秘書）

s-naika@med.mie-u.ac.jp

27(月) 18:30～ DLBCL/FLに対するCAR-T細胞療法の実際
京都大学医学部附属病院　血液内科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　錦織　桃子　先生

144

24(金) 19:00～

「胎児発育不全　タダラフィルによる治療戦略」

「small for gestational age (SGA)の　フォローアップの留
意点」

三重大学 産科婦人科学教室
　　　　　　　　　　　　　　　　　助教　真木 晋太郎　先生

三重中央医療センター　新生児科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐々木　直哉　先生

147

25

東京医科歯科大学病院　病院長補佐　肝胆膵外科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工藤　篤　先生

135 32

21-B143

21-A

千葉大学大学院医学研究院　脳神経内科学
　　　　　　　　　　　　　　　　准教授　森　雅裕　先生

眼科三宅病院
　　　　　　　　　　　　　　　　　医長　前久保　知行　先生

133

36

27(月) 18:10～ 骨軟部腫瘍カンファレンス

30(木) 19:00～

※　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

28(火) 19:30～ 神経内分泌腫瘍の最新の知見

「脱髄性疾患について（仮）」

「視神経炎について（仮）」

https://www.medic.mie-u.ac.jp/grad/education/pdfdata/seminar_list.pdf
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYuf-qgqjkiHd2b4lbcUYW4b21upzidoOhw
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYuf-qgqjkiHd2b4lbcUYW4b21upzidoOhw
https://gjm.pw/85usz
https://forms.gle/gs3iQyuvReWowcXu6
https://bit.ly/3JfKdKR
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Bw29paPs2k-YIXyFjJ3rirYLo0zHFuBCi56nBPfg0cxUOE02OTFLU0xTNEUyOVpaTVlNS1czOTcwQy4u&origin=QRCode
mailto:s-naika@med.mie-u.ac.jp
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