
 

1 

 

令和３年 10月 14日 

報道関係 各位 

 

                       名古屋市立大学事務局大学管理部学術課 

                                    課長 東 啓之 電話：853-8014 

 

「名市大ブックス」創刊１周年記念事業 特別市民公開講座開催のご案内 

～健康で明るく、長生きするための「イキイキ人生」を考えます～ 

 

 令和２年 10月に創刊した名古屋市立大学出版の書籍シリーズ「名市大ブックス」創刊 1

周年を記念し、下記のとおり特別市民公開講座を開催します。名市大ブックスの執筆者で

ある教員・医師らが「がん」、「痛み」をキーワードに講演し、健康で明るく長生きするた

めの「イキイキ人生」について、健康・医療の観点から市民と一緒に考えます。 

つきましては、この度、受講者の募集を開始しましたのでご案内申し上げるとともに、

是非ご取材いただきますようお願いいたします。 

 

１ 名  称 名市大ブックス創刊１周年記念事業 特別市民公開講座 

        

２ 日  時 令和３年 12月５日（日）10：00～15：45 

※午前・午後に異なるテーマで２回開催 

 

３ 場  所 名古屋市立大学 桜山（川澄）キャンパス さくら講堂 

 

４ テーマ  午前の部 「不治の病は過去のこと！？がん治療の新時代」 

午後の部 「痛みの正体 ～見える痛みと見えない痛み～」 

 

５ 対 象 一般市民 午前・午後  各200名  参加無料 

 

６ 申込方法 インターネット（名古屋市電子申請サービス）、Eメール、FAX、往復はがき 

 

７  問合せ先 名古屋市立大学事務局大学管理部学術課 公開講座担当 TEL:853-8308 

 

８ 主  催 名古屋市立大学 

 

９ 共  催 中日新聞社 

位置図 

TEL:853-8308
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10 スケジュール 

＜午前の部＞ 「不治の病は過去のこと！？がん治療の新時代」 

 

＜午後の部＞ 「痛みの正体 ～見える痛みと見えない痛み～」 

 

スケジュール 内 容 

10：00 【開演】      司会 西部医療センター 看護部長 山本 あゆみ 

10：05～10：10 【開演あいさつ】 学長  郡 健二郎 

10：10～12：10 

【講演】 

・医学研究科 教授 片岡 洋望「胃食道逆流症とバレット食道がん」 

・医学研究科 准教授 河合 憲康「負けてたまるか前立腺がん-最新の検査・

治療で打ち勝つぞ !」 

・刈谷豊田総合病院 管理部長 藤田 崇史「乳癌について知ろう」 

・西部医療センター 教授 原 眞咲「早期発見・早期治療の落とし穴」 

・看護学研究科 准教授 小田嶋 裕輝「がんを食生活の視点から見つめる」 

・西部医療センター 教授 三井 章「がんです、手術が必要ですと言われた

ら ―自分でできる手術前準備―」 

12：10～12：15 【終演あいさつ】 副学長 明石 恵子 

12：15 【終演】 

スケジュール 内 容 

13：30 【開演】          司会 東部医療センター 看護部長 古林 千恵 

13：35～13：40 【開演あいさつ】 学長 郡 健二郎 

13：40～15：40 【講演】 

・医学研究科 教授 瀧口 修司「ロボットが変えるこれからの外科手術」 

・東部医療センター 教授 永谷 祐子 「関節リウマチ 〜関節の痛みを乗り

越えて元気に生活するために〜」 

・医学研究科 寄付講座講師 吉田 雅人「子供から大人までの肩の痛み」 

・市立大学病院 看護部 看護師長 中尾 敦子「正しいスキンケアを知り、健

やかな皮膚を保ちましょう」 

・医学研究科 講師 徐 民恵「慢性痛」 

・医学研究科 特任助教 酒井 美枝 「長引く痛みへの新対処法！ ～痛みの

ある人生を、自分らしく、しなやかに生きる～」 

15：40～15：45 【終演あいさつ】 副学長 明石 恵子 

15：45 【終演】 



申込締切 11月25日（木） ※席に余裕があれば当日お申込も受け付けます。

申込方法

住所、氏名（ふりがな）、年齢（○才代）、電話番号、FAX番号（FAXでお申込の方）をご記入の上、以下お申込先までお申し込み
ください。後日「受講のご案内」を送付します。お申込後、2週間経過しても「受講のご案内」が届かない場合は、お手数ですが
ご連絡ください。
※手話通訳、要約筆記などのサポートをご希望の方は、開講日の1か月前までにお申し出ください。 

名古屋市電子申請サービス①インターネットによるお申込　

②E-mail・FAXまたは往復はがきによるお申込

講座内容
不治の病は過去のこと！？がん治療の新時代テーマ

テーマ 痛みの正体～見える痛みと見えない痛み～
10：00～12：15午前の部

午後の部 13：30～15：45

参加
無料

どなたでも

主催：名古屋市立大学 共催：中日新聞社

日時
午前の部/10：00～12：15 ・ 午後の部/13：30～15：45
令和3年12月5日日

会場 名古屋市立大学 
桜山キャンパス さくら講堂 定員 午前の部

午後の部 各200名

名市大ブックス創刊 1周年記念事業

講座の詳しい内容は
裏面をご覧ください▶

名古屋市立大学事務局大学管理部学術課　公開講座担当
〒467-8601 名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄１　
TEL：052-853-8308　FAX：052-841-0261　E-mail：kokaikoza@sec.nagoya-cu.ac.jp

お申込
お問合せ先

特別
市民公開講座

医学部附属西部医療センター医学部附属西部医療センター 名古屋市立大学病院名古屋市立大学病院 医学部附属東部医療センター医学部附属東部医療センター



5 6

1

3 4

早期発見・早期治療の落とし穴

医学研究科 西部医療センター 教授 原 眞咲

不治の病は過去のこと！？がん治療の新時代テーマ

テーマ

司会/医学部附属西部医療センター 看護部長 山本 あゆみ

痛みの正体～見える痛みと見えない痛み～
司会/医学部附属東部医療センター 看護部長 古林 千恵

胃食道逆流症とバレット食道がん

医学研究科 教授 片岡 洋望　

がんです、手術が必要ですと言われたら
 ―自分でできる手術前準備―

医学研究科 西部医療センター 教授 三井 章

乳癌について知ろう

刈谷豊田総合病院 乳腺・内分泌外科
管理部長 藤田 崇史
（元名古屋市立大学 医学研究科 講師）

がんを食生活の視点から見つめる

看護学研究科 准教授 小田嶋 裕輝
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子供から大人までの肩の痛み

医学研究科 寄付講座講師吉田 雅人

長引く痛みへの新対処法！
～痛みのある人生を、自分らしく、
　　　　　　　しなやかに生きる～

医学研究科 特任助教酒井 美枝

ロボットが変えるこれからの外科手術

医学研究科 教授 瀧口 修司　

関節リウマチ
～関節の痛みを乗り越えて
　　　　　元気に生活するために～

医学研究科 東部医療センター 教授 永谷 祐子

正しいスキンケアを知り、
健やかな皮膚を保ちましょう

市立大学病院 看護部 看護師長中尾 敦子

慢性痛

医学研究科 講師 徐 民恵
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負けてたまるか前立腺がん
　-最新の検査・治療で打ち勝つぞ！

医学研究科 准教授 河合 憲康　

10：00～12：15午前の部

午後の部 13：30～15：45

参加
無料

どなたでも特別市民公開講座 講師
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