
　

　 　

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

三重大学医学部　臨床第２講義室

申し込み期限：5月3日(水)正午

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。

下記URLから事前申し込みをお願いします。

受講印の押印については、がん支援センター（大学病院
外来棟4階）までお問合せください。

https://zoom.us/webinar/register/WN_uajik-
mlTIqhsnYRaJRK_Q#/registration

ハイブリッド開催セミナーです。

【現地参加の方】
ホテルグリーンパーク津
6階　藤・萩の間

【WEB参加の方】
下記URLよりご視聴ください。
ミーティング番号：2631 809 2264
ミーティングパスワード：Bms0511

※Cisco WebexMeetingsを初めてご利用の方はアプリケーションの
インストールにお時間がかかる場合がございます。
※スマートフォン/iPadではアプリが必要な場合がございます。

https://onl.tw/3kiKFNK

ハイブリッド開催セミナーです。

【現地参加の方】
三重県総合文化センター
2階　大会議室

【WEB参加の方】
下記URLより事前登録をお願いします。

https://forms.office.com/r/nkGxfGYum9

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。

https://astrazeneca.zoom.us/webinar/register/WN_i
5Baad-iQseElSC1KzyGsw

21-B26

20-A

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

担当分野一覧

25 37

16 20-A

国立循環器病研究センター
　　　　副院長 兼 心臓血管内科 部門長　草野　研吾　先生

21

慢性心不全治療の新展開～フォシーガに対する期待と最新の
エビデンス～

11(木) 19:10～ 激変する心房細動治療－DOAC登場10年を振り返る－

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

12(金) 19:40～
頭蓋内・頭蓋外脳動脈狭窄病変の治療～高血圧の治療を含め
て～

社会医療法人さくら会　さくら病院　副院長
島根大学　名誉教授
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋山　恭彦　先生

15(月) 20:00～

5月

44

11(木) 19:25～
緩和ケアが"文化"になるには？緩和ケアの成功体験を提供す
る！

東北大学大学院医学系研究科　緩和医療学講座
　　　　　　　　　　　　　　　　　講師　田上　恵太　先生

33

10(水) 18:00～ Tumor Board

https://forms.gle/kpNZtbkQZFBDJiMW8
https://zoom.us/webinar/register/WN_uajik-mlTIqhsnYRaJRK_Q#/registration
https://zoom.us/webinar/register/WN_uajik-mlTIqhsnYRaJRK_Q#/registration
https://onl.tw/3kiKFNK
https://forms.office.com/r/nkGxfGYum9
https://astrazeneca.zoom.us/webinar/register/WN_i5Baad-iQseElSC1KzyGsw
https://astrazeneca.zoom.us/webinar/register/WN_i5Baad-iQseElSC1KzyGsw
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

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

担当分野一覧

WEBセミナーです。

聴講希望の方は下記からお入りください。
　
Meeting ID  963 3962 1249
Password  091096
Zoomのlink先：

https://zoom.us/j/96339621249

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。

https://zoom.us/webinar/register/WN_pncHHPZuSr
6xtMRyGZN1JQ

WEBセミナーです。
事前申込が必要です。

参加者は5/17迄に下記担当者へ所属、氏名、メールアド
レス、学籍番号、学年を添えてお申し込みください。
（担当者　ギリアド・サイエンシズ株式会社　野澤　様）

takao.nozawa@gilead.com

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

ハイブリッド開催セミナーです。

【会場】
都ホテル四日市
３階　「朝明の間」

【WEB参加の方】
参加希望者は下記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 500円

10

5月

22

20-A

19(金)

18(木) 19:30～

19:15～

17(水) 18:00～
“次世代型プレシジョンメディシン”を目指したNAFLDの病態
解明と臨床応用

三重大学大学院医学系研究科　消化器内科学
　　　　　　　　　　　　　　　　　教授　中川 勇人　先生

25

PDの診断と治療

20

17

19

岩手医科大学附属病院　脳神経内科・老年科
　　　　　　　　　　　　　　　　　教授　前田 哲也　先生

現地参加
のみ

B型肝炎再活性化完全阻止のためには～自動的、多職種、周知
がカギ～ 福井県済生会病院

　　　　　　　　　　　肝疾患センター長　野ツ俣　和夫　先生

37

公立大学法人山形県立保健医療大学　理事長・学長
東北大学　名誉教授
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上月　正博　先生

腎臓リハビリテーションの現状と透析予防アプリの導入につ
いて18(木) 19:30～

https://www.medic.mie-u.ac.jp/grad/education/pdfdata/seminar_list.pdf
https://zoom.us/j/96339621249
https://zoom.us/webinar/register/WN_pncHHPZuSr6xtMRyGZN1JQ
https://zoom.us/webinar/register/WN_pncHHPZuSr6xtMRyGZN1JQ
mailto:takao.nozawa@gilead.com
mailto:hisho3@med.mie-u.ac.jp
mailto:hisho3@med.mie-u.ac.jp
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=O_b9VyJ-o0WD3NNwAxY6ruWOR_u31h9GotLWB3ietB1UREtZQTM3NVZXQzlUTVFXUDNDWUpETVFVTS4u&origin=QRCode
mailto:s-naika@med.mie-u.ac.jp


　

　 　

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

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

担当分野一覧

WEBセミナーです。

下記のURLより事前のご登録が必要になります。
（ 担当者　ファイザー株式会社
夏堀　正樹様　masaki.natsubori@pfizer.com）

https://www.pfi.sr/wsc

ホテルグリーンパーク津

1000円

ホテルグリーンパーク津
葵・橘

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：5月25日（木）19時

（問い合わせ先：アストラゼネカ株式会社　村上聡様
メールアドレス：　so.murakami@astrazeneca.com）

参加登録はこちらから

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://forms.gle/DPfArv9wfgr28CyP7

5月

25(木) 19:55～

25(木) 19:30～
子宮内膜症・腺筋症の理解を深める 東京大学大学院　産婦人科学講座

　　　　　　　　　　　　　　　　　教授　大須賀　穣　先生

25(木) 19:30～
いつまで続ける骨粗鬆症・逐次治療
－明日から使える骨粗鬆症AIソフト3種類による新展開－

東京慈恵会医科大学　整形外科学講座
　　　　　　　　　　　　　　　主任教授　斎藤　充　先生

29(月) 18:15～ 骨軟部腫瘍カンファレンス

30

1 36

2 38

7 21-B

24

20-A34

23(火) 19:00～

「三重県におけるトランスサイレチン型心アミロイドーシス
の現状～診断までの流れと治療～」

「精査へつなげる心エコー　心アミロイドーシスを疑うきっ
かけと撮像するポイント」

三重大学大学院医学系研究科　循環器・腎臓内科学
　　　　　　　　　　　　　　　　　講師　藤本　直紀　先生

獨協医科大学埼玉医療センター　循環器内科
　　　　　　　　　　　　　　　　准教授　板橋　裕史　先生

糖尿病性腎症の診療 UptoDate～SGLT2阻害薬の立ち位置～
島根大学医学部　内科学講座　内科学第一
　　　　　　　　　　　　　　　　　教授　金﨑　啓造　先生

https://www.medic.mie-u.ac.jp/grad/education/pdfdata/seminar_list.pdf
https://www.pfi.sr/wsc
https://astrazeneca.zoom.us/webinar/register/WN_PGF5RxDvSSyv9qBY4lFIEQ#/registration
https://forms.gle/DPfArv9wfgr28CyP7


　

　 　

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

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

担当分野一覧

ハイブリッド開催セミナーです。

参加希望者は事前申し込みをお願いします。
登録期限：5月26日（金）まで

【現地参加の方】
ホテルグリーンパーク津
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　MSD株式会社　田口　誠様）

makoto.taguchi@merck.com

【WEB参加の方】
下記URLより事前登録をお願いします。

https://jpmsd.my.salesforce-
sites.com/VirtualMeeting/QS_AnswerPage_MSD?for
mId=a7710000000GtY4AAK

ハイブリッド開催セミナーです。
下記URLより事前申し込みをお願いします。
申し込み期限：5月29日（月）

【会場】
三重県総合文化センター
文化会館棟２階　中会議室

https://forms.office.com/r/V75AQ8KKhC

5月

30(火)

30(火)

※　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

19:00～

20-
A

36

19:10～

12

24

川崎医科大学　循環器内科学
　　　　　　　　　　　　　　　　　講師　山田　亮太郎　先生

積極的脂質低下療法を地域に広めるための取り組み

「本邦における子宮頸癌の現状－他国と比較して」

「HPVワクチンのこれまでとこれから～安心して接種勧奨する
ためのエビデンス」

三重大学大学院医学系研究科　産科婦人科学
　　　　　　　　　　　　　　　　准教授　近藤　英司　先生

独立行政法人国立病院機構　三重病院
　　　　　　　　　　　　　　　　副院長　菅　秀　先生

https://www.medic.mie-u.ac.jp/grad/education/pdfdata/seminar_list.pdf
mailto:makoto.taguchi@merck.com
https://jpmsd.my.salesforce-sites.com/VirtualMeeting/QS_AnswerPage_MSD?formId=a7710000000GtY4AAK
https://jpmsd.my.salesforce-sites.com/VirtualMeeting/QS_AnswerPage_MSD?formId=a7710000000GtY4AAK
https://jpmsd.my.salesforce-sites.com/VirtualMeeting/QS_AnswerPage_MSD?formId=a7710000000GtY4AAK
https://forms.office.com/r/V75AQ8KKhC
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