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牛込局承認

聴講券
当日は、事務局より
郵送される
聴講券（ハガキ）を
必ずお持ちください。

□お申し込みはがき
（FAXでもご応募いただけます。）
会場の都合上、参加申込多数の場合は、
先着順とさせていただきます。
なお、先着700名様には、
事務局より聴講券をお送りいたします。

開会挨拶 吉川 秀樹先生

講演

トーク

澤 芳樹先生

澤 芳樹先生閉会挨拶
詳細のプログラムは、裏面をご覧ください。

共　　催: 大阪大学医学部附属病院
　　　　　　心臓血管外科、消化器外科、小児外科、
　　　　　　呼吸器外科、泌尿器科、循環器内科、
　　　　　　免疫アレルギー内科、呼吸器内科、消化器内科、
　　　　　　内分泌・代謝内科、老年・高血圧内科、腎臓内科、小児科　　 
　　　　  ノバルティスファーマ株式会社
後　　援:特定非営利活動法人 日本移植者協議会
　　　　  社団法人 日本臓器移植ネットワーク、日本移植学会
　　　　  公益財団法人 大阪腎臓バンク

会　場: 梅田スカイビル 
        ステラホール

大阪市北区大淀中1-1-88

応募締切日: 2012年11月26日（月）必着

プログラム

開催日: 2012年12月8日（土）
開場 13 : 30～　 
講演 14 :00～16 :30

入場無料

参加者募集
先着700名

駒村 多恵 さん進行役

辰巳 　郎さん、辰巳 真理恵さん

パネル
ディスカッション

トーク 福嶌 教偉先生、高原 史郎先生、辰巳 　郎さん

猪阪 善隆先生、片山 和宏先生

坂田 泰史先生、小垣 滋豊先生

 司　会　竹原 徹郎先生、野々村 祝夫先生

テーマ：最新医療における各科の取り組み

辰巳 　郎さん、辰巳 真理恵さん

戸田 宏一先生、永野 浩昭先生、奥見 雅由先生

　「臓器移植」、「最新医療」、「再生医療」・・・ 聞くことはあっても、それらは特別な疾患の患者さんの
ためのもの、もしくは、高価で手が届かない特別な治療法だと思っていませんか？
　数年後には、あなた自身やご家族が、現在の標準医療では治癒が難しい病気を患っているかも
しれません。今から、最新医療について理解を深めておくことに損はありません。
　大阪には、世界をリードする最新の医療研究や臨床の実績が多くあります。少しでも多くのいのち
を救い、患者さんのQOL（生活の質）を上げようと、最新医療に情熱を傾けるドクターが大勢います。
　現在、最新医療と呼ばれているうちのいくつかは、10年後には標準医療となり、皆さんが気軽に
利用できる医療となっているはずです。
　今回は、辰巳　郎さん、長女でソプラノ歌手の真里恵さんを市民代表としてゲストに迎え、
最新医療について皆さんと一緒に学んでいきます。

演　者

大阪大学医学部附属病院 院長

大阪大学医学部附属病院 副院長

先着700名 無料ご招待!市民公開講座

ここまで来た最新医療
辰巳 琢郎さん親子と学ぼう
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駒村 多恵 さん進行役

ここまで来た最新医療
駒村 多恵進行役

辰巳 琢郎さん親子と学ぼう
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辰巳 琢郎さん親子と学ぼう
下記をご記入のうえ、ご応募ください。FAXでもお申し込みできます。FAX: 0120-504-502 

□開会挨拶

□閉会挨拶

□トーク 「先進医療ってなに？」 駒村 多恵さん進行役

□トーク

大阪大学医学部附属病院 副院長　澤 芳樹先生

大阪大学医学部附属病院 副院長　澤 芳樹先生

5分

15分

5分

20分

5分

40分

辰巳 琢郎さん親子 プロフィール

（ ）

ＴＥＬ/FAX: 0120-504-502  ※受付時間10:00～17:00（土・日曜、祝日を除く）
お問い合わせ: 「ここまで来た最新医療」事務局

大阪大学医学部附属病院 院長　吉川 秀樹先生

□講演

大阪大学医学部附属病院 消化器内科　竹原 徹郎先生、 大阪大学医学部附属病院 泌尿器科　野々村 祝夫先生　司　会

テーマ：最新医療における各科の取り組み

15分 「消化器内科における取り組み」　大阪府立成人病センター肝胆膵内科　片山 和宏先生②

15分 「循環器内科における取り組み」　大阪大学医学部附属病院 循環器内科　坂田 泰史先生③

15分 「小児科における取り組み」　　　大阪大学医学部附属病院 小児科　小垣 滋豊先生④

15分 「腎臓内科における取り組み」　　大阪大学医学部附属病院 腎臓内科　猪阪 善隆先生①

休 憩

東京音楽大声楽科卒業。同大学大学院修士課程声楽専攻独唱研究領域修了
高校2年の春、父、辰巳 郎の出演する「キャンディード」に出会い衝撃を受け、
医学部志望から音大志望へと180度の方向転換を決行する。
成城のプライベートスペース「Marie's　Salon」にて、定期的にコンサートを
企画、出演する他、TVバラエティー、演劇等への出演も精力的にこなし、
各方面にて今後が期待される。
神楽坂女声合唱団団員。
12月24日には全日空ホテル京都にて、父と仲間たちとの
「辰巳 郎が贈る－きらめく美食と音楽の聖夜」と題するディナーショーを開催する。

辰巳 真理恵：ソプラノ歌手

辰巳 　郎さん 辰巳 真理恵さん

市民公開講座

ここまで来た最新医療
辰巳 琢郎さん親子と学ぼう

□パネル
　ディスカッション

「先進医療の現状と今後」 大阪大学医学部附属病院 副院長　澤 芳樹先生、 駒村 多恵さん進行役

大阪大学医学部附属病院 心臓血管外科　戸田 宏一先生、 大阪大学医学部附属病院 消化器外科　永野 浩昭先生
大阪大学医学部附属病院 泌尿器科　奥見 雅由先生、 

俳優　辰巳 　郎さん、 ソプラノ歌手　辰巳 真理恵さん　

俳優　辰巳 　郎さん、 ソプラノ歌手　辰巳 真理恵さん　

ご提供頂く情報（個人情報を含む）は、本事業の運営とノバルティス ファーマ（株）
のホームページのプライバシーポリシーに公表されている利用目的、または法令に
基づく使用目的以外では利用いたしません。この内容にご同意頂いたうえでお申し
込みください。

京都大学文学部在学中は『劇団そとばこまち』を主宰し、学生演劇ブームを創出。
卒業と同時にＮＨＫ朝の連続テレビ小説『ロマンス』で全国区デビュー。
以来、知性・品格・遊び心の三拍子揃った俳優として幅広く活躍。 
『辰巳 郎のワイン番組』（BSフジ）は7年目、
『辰巳 郎の家物語～リモデル☆きらり』（BS朝日）は丸４年と、
２つの長寿番組を企画＆出演中。
『くいしん坊！万才』以来、地域起こしにも熱心で、
2011年より観光庁のアドバイザーも務めている。
日本ワインを愛する会副会長。（社）日本ソムリエ協会名誉ソムリエ。
国連WFP協会顧問。
著書に『道草のすすめ』『辰巳ワイナリー』など。
現在、「薄桜記」（NHK総合 毎週木曜日20：00-20：45）に出演中。

　　　   ：俳優辰巳 　郎

大阪大学医学部附属病院 移植医療部　福嶌 教偉先生
「臓器移植について語る」 駒村 多恵さん進行役

俳優　辰巳 　郎さん大阪大学医学部附属病院 移植医療部　高原 史郎先生、 
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