
最先端の
外科治療について

最先端の
外科治療について

土平成 年29 月12 日16平成 年29 月12 日16
1 3 : 0 0 ～ （12 : 0 0開場）1 3 : 0 0 ～ （12 : 0 0開場）

津リージョンプラザ　お城ホール津リージョンプラザ　お城ホール

主催｜三重大学医学部附属病院がんセンター
後援｜三重県・津市・三重県医師会・三重県病院協会・三重県歯科医師会
　　　三重県薬剤師会・三重県病院薬剤師会・公益社団法人三重県看護協会
　　　三重県健康管理事業センター（日本対がん協会三重県支部）
　　　文部科学省がんプロフェッショナル養成プラン

～ 腹腔鏡手術からロボット支援手術まで ～～ 腹腔鏡手術からロボット支援手術まで ～

ただし、定員になり次第、締切りとさせていただきます。誠
に勝手ながら、先着順につき、ご参加いただける方にのみ
入場券をお送りいたします。ご了承下さい。
※いただいた個人情報は、入場券発送など当イベントの運営のみに使用いたします。

平成29年 12 月1日（金）当日消印有効

お申し込み締切日

ハガキの場合：官製ハガキ、または右の専用ハガキ

FAXの場合：本紙裏面を 059-231-5348 宛にお送りください。

Eメールの場合：件名を「市民公開講座：外科治療」として、
1.郵便番号  2.住所  3.氏名  4.電話番号  5.ご希望の人数 を、
gan-center@mo.medic.mie-u.ac.jp にお送りください。

お申し込み方法

必要事項をご記入の上、
下記のいずれかの方法でお申し込みください。

2005年三重大学医学部大学院を卒
業。2011年米国ベイラー大学医療セ
ンター博士研究員を経て現在に至る。

問山 裕二
三重大学医学部附属病院
消化管外科　講師

神田 英輝
三重大学医学部附属病院
腎泌尿器外科　講師

1997年三重大学医学部を卒業。2009
年同大学腎泌尿器科 助教を経て現
在に至る。

大井 正貴
三重大学医学部附属病院
消化管外科　講師

2000年三重大学大学院医学研究科博
士課程を修了。2007年同大学消化管
外科 助教を経て現在に至る。

金田 倫子
三重大学医学部附属病院
産科婦人科　医員

2010年三重大学医学部を卒業。2013
年伊勢赤十字病院、2015年桑名東医
療センターを経て現在に至る。

定員 600 名様 先着順 参加費無料
津支店
承　認

1213
差出有効期限
平成30年12月14日
まで(切手不要)

郵便はがき

（受取人）
津市江戸橋 2 丁目 174 番地
三重大学医学部附属病院

がんセンター　行

締切日は平成 29年 12 月 1日 ( 金 ) 当日消印有効です。

平成 29 年 12 月 16 日（土）
13:00 ～（12:00 開場）日時

津リージョンプラザ　お城ホール場所

申込先着順 600 名様（全席自由）定員

最先端の外科治療について
～腹腔鏡手術からロボット支援手術まで～

5 1 4 8 7 9 0

三重大学医学部附属病院主催　市民公開講座



最先端の外科治療について最先端の外科治療について最先端の外科治療について最先端の外科治療について

お問い合わせ

三重大学医学部附属病院がんセンター
☎059 -231- 5055 (平日9:00 ～ 17:00受付)

場所 津リージョンプラザ　お城ホール
〒514-8611　津市西丸之内 23 -1
津リージョンプラザ　お城ホール
〒514-8611　津市西丸之内 23 -1

日時 平成29年12 月16 日（土）
13：00 ～（12：00 開場）
平成29 年12 月16 日（土）
13：00 ～（12：00 開場）

総合司会　フリーアナウンサー　山上 和美総合司会　フリーアナウンサー　山上 和美

伊藤 正明三重大学医学部附属病院 病院長
高山 　研三重県 健康福祉部 医療対策局 次長
伊藤 正明三重大学医学部附属病院 病院長
高山 　研三重県 健康福祉部 医療対策局 次長開会の挨拶

13:00 ～ 13:10

大井 正貴三重大学医学部附属病院　消化管外科 講師

消化器がんにおける最新外科治療
～胃癌に対する腹腔鏡手術からロボット支援手術まで～

大井 正貴三重大学医学部附属病院　消化管外科 講師

消化器がんにおける最新外科治療
～胃癌に対する腹腔鏡手術からロボット支援手術まで～講演 3

14:10 ～ 14:40

問山 裕二　（三重大学医学部附属病院　消化管外科　講師）座長
パネリスト

問山 裕二　（三重大学医学部附属病院　消化管外科　講師）座長
パネリスト

最先端の外科治療について最先端の外科治療についてパネルディスカッション
14:40 ～ 15:10

中瀬 一則三重大学医学部附属病院 がんセンター長 中瀬 一則三重大学医学部附属病院 がんセンター長閉会の挨拶
15:10 ～

神田 英輝三重大学医学部附属病院　腎泌尿器外科 講師
腎泌尿器がんにおけるロボット支援腹腔鏡手術

神田 英輝三重大学医学部附属病院　腎泌尿器外科 講師
腎泌尿器がんにおけるロボット支援腹腔鏡手術

講演 1
13:10 ～ 13:40

金田 倫子三重大学医学部附属病院　産科婦人科 医員

婦人科内視鏡
ロボット手術への変換　悪性腫瘍手術への適応拡大

金田 倫子三重大学医学部附属病院　産科婦人科 医員

婦人科内視鏡
ロボット手術への変換　悪性腫瘍手術への適応拡大講演 2

13:40 ～ 14:10

～ 腹腔鏡手術からロボット支援手術まで ～～ 腹腔鏡手術からロボット支援手術まで ～

近鉄名古屋線　津新町　徒歩10分近鉄名古屋線　津新町　徒歩10分
最寄り駅最寄り駅

津新町駅津新町駅

津カトリック保育園津カトリック保育園

お城西公園お城西公園
津市役所津市役所

津警察署津警察署

津リージョン
プラザ

〒

最先端の外科治療について 参加申込書

名合計

住所

フリガナ

氏名

電話番号

5
複数でご参加の場合、人数をご記入ください。
※一葉    名様までとさせていただきます。

□ 車イスで参加
車イスでご来場の方は印をお付けください。

最先端の外科治療についてのご質問がございましたら、ご記入ください。
当日のパネルディスカッションの際に活用させていただきます。

〒

三重大学医学部附属病院主催　市民公開講座

神田 英輝・金田 倫子・大井 正貴神田 英輝・金田 倫子・大井 正貴


