
　

　 　

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。

事前登録が必要です。参加希望の方は次のアドレスへ所
属、氏名、メールアドレス、学籍番号、学年をお知らせ
ください。
（担当　第一三共株式会社　西澤 様　）

ito.yu.m8@daiichisankyo.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
受講印の押印場所　病態医科学研究棟
　　　　　　　　　3階　消化器内科学　前室
受講印担当者連絡先　栗田　内線9238

hisho3@med.mie-u.ac.jp

三重大学医学部　臨床第２講義室

参加希望者は下記URLから事前申込をお願いします。

https://forms.gle/kpNZtbkQZFBDJiMW8

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。

https://astrazeneca.zoom.us/webinar/register/WN_h
QDZq2kCQNiSxC-J2irhrw
ハイブリッド開催セミナーです。

【会場】
ベイシスカ

【WEB参加の方】
下記URLよりお申込みください。

https://forms.office.com/r/Cpi27cz2V0
★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 500円

13(木) 20:15～
心不全と虚血性心疾患におけるトータルマネジメントについ
て

北里大学医学部　循環器内科学
　　　　　　　　　　　　　　　　　主任教授　阿古　潤哉　先生

14 20-A

現地参加
のみ

11 25

担当分野一覧

14(金)

9 22

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

12(水) 18:00～ Tumor Board

19:00～ NMOSD治療のこれから
東北医科薬科大学医学部　老年神経内科学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教授　中島　一郎　先生

4月
21-B

11(火) 19:00～

「当院での医療用麻薬適正使用のための取り組み～緩和ケア
チームでの活動から～」

「抗がん薬治療による末梢神経障害（ CIPN ）のマネジメン
ト」

三重大学医学部附属病院
　　　　　　　　　　　　緩和ケアセンター長　松原　貴子　先生

京都大学大学院医学研究科　腫瘍薬物治療学講座
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講師　松原　淳一　先生

10

mailto:ito.yu.m8@daiichisankyo.co.jp
mailto:hisho3@med.mie-u.ac.jp
mailto:hisho3@med.mie-u.ac.jp
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https://astrazeneca.zoom.us/webinar/register/WN_hQDZq2kCQNiSxC-J2irhrw
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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

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
【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

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。

【現地参加の方】
三重大学医学部附属病院
5階　大ホール

【WEB参加の方】
登録者全員にオンライン参加用URLが送られます。

https://bit.ly/4086aRP 500円

WEBセミナーです。

参加希望の方は、4月19日までに事前登録をお願いしま
す。

https://jpmsd.my.salesforce-
sites.com/VirtualMeeting/QS_AnswerPage_MSD?for
mId=a7710000000GtMcAAK

三重大学医学部附属病院
外来棟４階　カンファレンスルーム３

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://docs.google.com/forms/d/15bTW-
P3gopOsVNaR7P1UTEI1Tm4fKDFgY_GWXxM1J2w/v
iewform?edit_requested=true#responses

4月

21-B

4 29

5

20(木)

18:15～

19:10～ 脳小血管から診る脳卒中・認知症

19:35～
川崎病の原因論　60年の時を超えたミステリー

骨軟部腫瘍カンファレンス

363

24(月)

横浜市立大学大学院医学研究科　発生成育小児医療学
　　　　　　　　　　　　　　　　　主任教授　伊藤　秀一　先生

25

6

21(金) 19:00～
どうする？進行/再発子宮頸がん治療2023～本格的ICI時代の
到来と承前啓後～

愛知県がんセンター　婦人科部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部長　鈴木　史朗　先生

関西医科大学　神経内科学講座
　　　　　　　　　　　　　　　　　主任教授　藥師寺　祐介　先生

20(木)

https://www.medic.mie-u.ac.jp/grad/education/pdfdata/seminar_list.pdf
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_tk5TgKurTiyYQ8oqaxphlg
mailto:s-naika@med.mie-u.ac.jp
https://bit.ly/4086aRP
https://jpmsd.my.salesforce-sites.com/VirtualMeeting/QS_AnswerPage_MSD?formId=a7710000000GtMcAAK
https://jpmsd.my.salesforce-sites.com/VirtualMeeting/QS_AnswerPage_MSD?formId=a7710000000GtMcAAK
https://jpmsd.my.salesforce-sites.com/VirtualMeeting/QS_AnswerPage_MSD?formId=a7710000000GtMcAAK
https://docs.google.com/forms/d/15bTW-P3gopOsVNaR7P1UTEI1Tm4fKDFgY_GWXxM1J2w/viewform?edit_requested=true#responses
https://docs.google.com/forms/d/15bTW-P3gopOsVNaR7P1UTEI1Tm4fKDFgY_GWXxM1J2w/viewform?edit_requested=true#responses
https://docs.google.com/forms/d/15bTW-P3gopOsVNaR7P1UTEI1Tm4fKDFgY_GWXxM1J2w/viewform?edit_requested=true#responses


　

　 　

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セミナーです。

事前登録が必要です。参加希望の方は下記担当者へ所
属、氏名、メールアドレス、学籍番号、学年をお知らせ
ください。
（担当　中外製薬株式会社　狩野　真一　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
受講印の押印場所　病態医科学研究棟
　　　　　　　　　3階　消化器内科学　前室
受講印担当者連絡先　栗田　内線9238

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。
登録期限：4月24日（月）まで
期限以降は、担当者までご連絡ください。

（問い合わせ先：MSD製薬　清水 裕介　様
E-mail：yusuke.shimizu@merck.com）

https://jpmsd.my.salesforce-
sites.com/VirtualMeeting/QS_AnswerPage_MSD?for
mId=a7710000000Gt9iAAC

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12階　三医会ホール

【WEB参加の方】
下記URLにて事前登録をお願いします。

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0sdOC
gqTIjH9K9lPgNn-miJJ8afJyUhplu#/registration

新潟大学医学部医学科　医学教育センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　准教授　磯部　真倫　先生

22 36

4月

三重大学医学部附属病院　循環器内科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　助教　髙﨑　亮宏　先生

名古屋大学大学院　医学系研究科　循環器内科学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教授　室原　豊明　先生

18 20-A

8 22

※　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

Rationale・Biomarker・Real world evidenceに基づいた肝癌
薬物療法の最適化戦略
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　R5.4.20更新

26(水) 19:10～

「PCIハイボリュームセンターでの経験」

「心疾患を考慮した糖尿病の治療戦略～最新の治療薬動向を
踏まえて～」

27(木) 19:00～
キャリアとは偶然？それとも必然？～とある産婦人科医の20
年間を振り返る～

25(火) 19:25～
大阪大学大学院医学系研究科　内科系臨床医学専攻　消化器内科学
　　　　　　　　　　　　　　　　　学内講師　小玉　尚宏　先生

https://www.medic.mie-u.ac.jp/grad/education/pdfdata/seminar_list.pdf
mailto:karino.shinichi78@chugai-pharm.co.jp
mailto:hisho3@med.mie-u.ac.jp
mailto:hisho3@med.mie-u.ac.jp
https://jpmsd.my.salesforce-sites.com/VirtualMeeting/QS_AnswerPage_MSD?formId=a7710000000Gt9iAAC
https://jpmsd.my.salesforce-sites.com/VirtualMeeting/QS_AnswerPage_MSD?formId=a7710000000Gt9iAAC
https://jpmsd.my.salesforce-sites.com/VirtualMeeting/QS_AnswerPage_MSD?formId=a7710000000Gt9iAAC
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0sdOCgqTIjH9K9lPgNn-miJJ8afJyUhplu#/registration
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0sdOCgqTIjH9K9lPgNn-miJJ8afJyUhplu#/registration
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