
西日本医学生学術フォーラム目指すは
サイエンス西医体!?
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 ｜ 特集 ｜ 岡山のニュース ｜ 全国のニュース ｜ 人間ドック ｜ 医療人 ｜ コラム 文字 

ホーム 岡山のニュース 西日本医学生が岡山大で研究交流　学術フォーラムに１４大学参加

医学研究を通じ交流を深めたフォーラ
ム

岡山のニュース

松装／オーダーカーテン激安通販
www.matusou.co.jp

他では買えない松装だけのお値打ち価格一流メー
カー品が激安／全国送料無料

ファブリーズを買うならロハコ
lohaco.jp

Tポイントが貯まる、使える。ポイント最大15倍の
商品も多数！

夫婦仲が良くなる家の共通点
YamashitaHideko.com

家庭の空気がよくなり夫の仕事も順調に運気のいい
家庭で妻が日頃している事とは

Ads by Yahoo! JAPAN

西日本医学生が岡山大で研究交流　学術フォーラムに１４大学参加

　西日本の大学生が医学研究を通じ交流する「西日本医学
生学術フォーラム」（岡山医学生学会などでつくる実行委
主催）が１０日、岡山市北区鹿田町の岡山大Ｊホールで開
かれた。

　「医学研究学生フォーラム」など地域、分野別の三つの
研究交流会を統合し初めて企画。同大や大阪大、熊本大な
ど１４大学の医学部生、教員ら約１１０人が参加した。

　記念講演では、香川大医学部の西山成教授が腎臓の再生
医療など自らの研究を例に挙げ「医学研究の試行錯誤は医師としても役立ち、世界を広げてくれ
る」とアドバイスした。

　胆管がんの新治療法の開発、有毛細胞再生のメカニズム解明など医学生１１人による研究紹
介、フリーディスカッション形式のポスター発表などもあった。

※登場する人物・団体は掲載時の情報です。
（2016年12月10日　更新）

タグ： 岡山大学病院

カテゴリー

MEDICA 紙面ビューアーは、山陽新聞デジタル
（愛称・さんデジ）会員限定サービスです。

岡山大学病院
生殖医療とインプラントの２セン
ター開設

住所
岡山市北区鹿田町2-5-1

電話番号
086-223-7151

ホームページ
http://www.hsc.okayama-u.ac.jp/hos/

診療時間
月～金　午前９時～正午、正午～午後５時
※診療時間は受診の前に必ず病院に確認して下さ
い。初診と再診で異なる場合があります。

＞メディカ病院ページはこちら＜

１１　外傷（擦り傷、切り傷、かみ傷）

２２　包皮炎

（２）自己免疫疾患と皮膚病変―こんな
皮疹に注意！

２０　嘔吐

（２）こんな見え方には要注意！

ようこそ ゲスト さま

最新の紙面
12月03日付

施設情報

アクセスランキング
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西日本医学生学術フォーラム
＊⼝演発表＊

目指すは
サイエンス西医体!?
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西日本医学生学術フォーラム目指すは
サイエンス西医体!?

＊ポスターセッション＊
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西日本医学生学術フォーラム目指すは
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＊メディカルクイズタイム＊ ＊ランチタイム交流会＊
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＊特別講演＊
『医師にとってリサーチは必要か︖』
⾹川⼤学薬理学教授 ⻄川 成 先⽣

＊ART先輩たちからの助⾔＊


