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の掲載スケジュール

インタビュー掲載スケジュール（予定）

柱番号

③ 先制医療（個の視点からの予防医学）

⑲ チーム医療の新しい展開

⑬ 在宅医療を含んだ慢性期医療

⑯ 死生学（終末医療、臓器移植、緩和医療）

⑩
医療技術の評価（ヘルステクノロジーアセスメ

ント）と医療資源の配分

⑦ サイエンスから見た心の問題・心の発達

⑮ 効率的な医療人養成制度

⑰ 医学生企画

① トランスレーション科学の振興

② 臨床研究の推進

⑥ 環境変化と健康

⑫ 周産期・小児医療の課題

⑪ 医療とIT

⑭ グローバルヘルス

⑨ 日本の医療・介護制度を考える

⑱ 震災に学ぶ

⑧ 基礎医学からの提案

④ 再生医療

⑳ 移行医療（transitional medicine)

⑤ リハビリテーションのこれから

日本医学会総会日本医学会総会日本医学会総会日本医学会総会

関西関西関西関西 

医学と医療の革新を目指して 
－健康社会を共に生きるきずなの構築－ 
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臨床研究の推進

環境変化と健康

周産期・小児医療の課題

医療とIT

グローバルヘルス

日本の医療・介護制度を考える

震災に学ぶ

基礎医学からの提案

再生医療

移行医療（transitional medicine)

リハビリテーションのこれから
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医療技術の評価（ヘルステクノロジーアセスメ
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