
現在の会則 改訂後 事由

川崎医学会会則

第3章 会 員

第5条 本会の会員は、正会員、名誉会員および賛助会員に区分する。

2 正会員は、次に掲げる者とする。

（1） 川崎医科大学および附属病院、附属川崎病院の教員、レジデ

ント、研修医

第5章 会議

第10条
１ 評議員会総会は，会長，副会長および評議員で構成し，会員

総会の前に会長が招集する。

第11章 会則の改訂
第19条
本会則の改訂は，総会の承認を要する。

附則
この会則は，1975年 3月12日から施行する。
1976年12月 8日改訂
1977年 7月13日改訂
1979年 5月23日改訂
1983年 6月21日改訂
1984年 6月20日改訂
1985年 6月26日改訂
1987年 6月10日改訂
1991年 6月12日改訂
1994年11月30日改訂
2009年 7月29日改訂
2013年 8月 3日改訂
2014年 8月 2日改訂
2015年 8月 1日改訂

川崎医科大学総合医療センター に変更
する（H28.12.1付変更）

「年1回」会長が招集する に変更する

「2016年8月6日改訂」 を追加する

新病院開院による呼称変更のため



平成27年度川崎医学会役員名簿
会長 福永仁夫

副会長 砂田芳秀，柏原直樹

運営委員会 運営委員長：大槻剛巳 機関誌担当：尾内一信，西村泰光

講演会担当：瀧川奈義夫，黒川勝己 会計担当： 原田 保，佐々木 環 庶務担当：植村貞繁，橋本 謙

監事（会計監査）青木省三，五十嵐英哉

評議員

学内

青山裕美 秋定 健 阿部信寛 伊東克能 石原克彦 石原武士 稲川喜一 植村貞繁 上村史朗 氏家良人 宇野昌明 尾内一信 大熊誠太郎

大槻剛巳 岡三喜男 沖本二郎 荻野隆光 小野成紀 加来浩平 柏原直樹 片山 浩 勝山博信 金藤秀明 河本博文 川本 豊 岸 文雄

桐生純一 杭ノ瀬昌彦 草地省藏 栗林 太 紅林淳一 黒川勝己 五藤恵次 小松原一正 齋藤峰輝 佐々木環 定平吉都 椎野泰和 塩田 充

塩谷昭子 下屋浩一郎 杉原 尚 砂田芳秀 曽根照喜 園尾博司 高尾俊弘 瀧川奈義夫 種本和雄 椿原彰夫 寺田喜平 樋田一徳 通山 薫

猶本良夫 永井 敦 中田昌男 中塚秀輝 中野貴司 中村隆文 難波良文 西村泰光 西松伸一郎 濃野 勉 橋本 謙 長谷川健二郎 長谷川徹

長谷部聡 畠 二郎 花山耕三 濱﨑周次 春間 賢 原田 保 日野啓輔 平井敏弘 平塚純一 藤田喜久 藤本 亘 堀尾武史 三木淳司

三谷 茂 宮本 修 宗 友厚 毛利 聡 守田吉孝 森谷卓也 八木田佳樹 泰山浩司 山内 明 山口佳之 山辻知樹 和田秀穂

学外

角田 司 伊勢眞樹 佐々木和信 名木田恵理子

機関誌編集委員会

編集委員長 大槻剛巳

編集副委員長 宗 友厚

庶務担当 尾内一信 西村泰光

編集委員 伊東克能 種本和雄 通山 薫 日野啓輔 平塚純一 宇野昌明 栗林 太 寺田喜平

宮本 修 堀尾武史 泰山浩司（教養篇担当）

H28～機関誌担当運営委員は廃止とする

H28～監事就任のため評議員から外れる

H28～人事異動により役員変更

平成28年度川崎医学会役員名簿(案）
会長 福永仁夫

副会長 砂田芳秀，柏原直樹

運営委員会 運営委員長：大槻剛巳

講演会担当：瀧川奈義夫，長洲 一 会計担当： 原田 保，佐々木環 庶務担当：植村貞繁，橋本 謙

監事（会計監査）青木省三，西村泰光

名誉会員 大熊誠太郎， 芝田 敬， 鈴木幸一郎， 冨田正文， 濃野 勉， 藤田喜久， 吉田 清

評議員

学内

青山裕美 秋定 健 阿部信寛 伊東克能 石原克彦 石原武士 稲川喜一 植村貞繁 上村史朗 氏家良人 宇野昌明 尾内一信 大槻剛巳

岡三喜男 岡本安雄 沖本二郎 荻野隆光 小野成紀 加来浩平 柏原直樹 片山 浩 勝山博信 金藤秀明 鎌田智有 河本博文 川本 豊

岸 文雄 桐生純一 杭ノ瀬昌彦 栗林 太 紅林淳一 五藤恵次 小松原一正 齋藤峰輝 佐々木環 定平吉都 椎野泰和 塩田 充 塩谷昭子

下屋浩一郎 杉原 尚 砂田芳秀 曽根照喜 園尾博司 高尾俊弘 瀧川奈義夫 種本和雄 椿原彰夫 寺田喜平 樋田一徳 通山 薫 猶本良夫

永井 敦 長洲 一 中田昌男 中塚秀輝 中野貴司 中村隆文 難波良文 西松伸一郎 橋本 謙 長谷川健二郎 長谷川徹 長谷部聡 畠 二郎

花山耕三 濱﨑周次 春間 賢 原田 保 日野啓輔 平塚純一 藤本 亘 堀尾武史 本郷淳司 松田純子 三木淳司 三谷 茂 宮本 修

三好康之 宗 友厚 毛利 聡 守田吉孝 森谷卓也 八木田佳樹 泰山浩司 山内 明 山口佳之 山辻知樹 和田秀穂

学外

角田 司 伊勢眞樹 佐々木和信 名木田恵理子

機関誌編集委員会

編集委員長 大槻剛巳

編集副委員長 宗 友厚

編集委員 伊東克能 種本和雄 通山 薫 日野啓輔 平塚純一 宇野昌明 栗林 太 寺田喜平

宮本 修 堀尾武史 泰山浩司（教養篇担当）

※赤字は今回新たに追加



巻・号 川医誌41-1 KMJ41-1 川医誌41-2 KMJ41-2
川医誌

41巻補遺号

当該最終論文
受理日

H27.6.22 H27.6.13 H27.10.1 H27.10.27

納品日 Ｈ27.7.31 Ｈ27.8.7 Ｈ27.12.10 Ｈ27.12.10 H27.7.16

論
文
編
数

総説 0 1 0 1

原著 5 2 3 3

症例報告 5 1 1 1

その他 1 0 0 0

計 11 4 4 5

※ Morning Case Conference 1篇

平成27年刊行状況

※

平成28年刊行状況

平成28年 7月 21日現在

巻・号 川医誌42-1 KMJ42-1 川医誌42-2 KMJ42-2
川医誌

42巻補遺号

当該最終論文
受理日

H28.5.23 H28.6.6
受理済
原稿

査読中
受理済
原稿

査読中

納品日 Ｈ28.6.30 Ｈ28. 7.11 H28.7.22予定

論
文
編
数

総説 1 1

原著 1 2 2 2 2

症例報告 3 1 3 1

その他 1 0

計 6 4 5 3 2

進行状況 投稿待ち 投稿待ち

※ Morning Case Conference 1篇

※



◆平成27年度秋季編集委員会（メール会議にて開催）

期日：2015年10月23日～10月31日

【議事】
・WEB発刊形式の変更について
・KMJ発刊状況
・和文誌発刊状況
・教養編発刊状況
・編集委員任期
・査読基準の設置に ついて

◆平成28年春季編集委員会

日時：平成28年2月24日(水)16：00～
場所：7階カンファレンス室１

【議事】
・医学会論文賞について
・刊行状況について
・過去10年の刊行状況と関連する環境の変化について
・その他

編集委員会報告

川崎医学会講演会（平成27年度）

開催数 合計34回
（第328回～第360回

受賞講演会含む）

参考 ： 平成 26年度 41回
25年度 32回
24年度 26回
23年度 28回
22年度 25回

内訳 学外講師 27回
学内講師 7回 （川崎医学会受賞講演会1回

新任教授講演会 6回）



平成27年度医学会講演会

回 日時 タイトル 講師

第328回 4月20日（月）
16:00～17:00

Anesthesia is harmful to the lung; Can we prevent any damage?

全身麻酔は肺に有害である；肺損傷の予防は可能か?

Dr. Göran Hedenstierna
Senior Professor,
Clinical Physiology, Uppsala University, Sweden

第329回 4月22日（水）
教授会・大学院
医学研究科
委員会終了後

婦人科腹腔鏡手術の課題とこれから 川崎医科大学
婦人科腫瘍学
教授 塩田 充 先生

第330回 5月14日（木）
19：00～20：00
附属川崎病院開催

5-アミノレブリン酸が拓く医療
－がんの診療からミトコンドリア活性化まで－

東京工業大学大学院
生命理工学研究所
共通バイオフロンティア講座生物プロセス専攻

准教授 小倉 俊一郎 先生

第331回 5月20日（水）
教授会・大学院
医学研究科
委員会終了後

スフィンゴ糖脂質の機能と疾患

－遺伝子改変マウスから見えてきたこと－

川崎医科大学
学長付特任教授 松田 純子 先生

第332回 5月21日（木）
17:00～18:00

症例から学ぶ感染症治療の極意 感染症コンサルタント（米国感染症専門医）
青木 眞 先生

第333回 5月20日（水）
17：30～18：30

慢性腎臓病におけるオートファジーと慢性炎症の接点 大阪大学大学院
老年・腎臓内科学
准教授 猪阪 善隆 先生

第334回 6月5日（金）
16：30～17：30

tRNA 修飾異常と疾患発症、とくにミトコンドリア病発症機構に
ついて

熊本大学大学院
生命科学研究部分子生理学分野
教授 富澤 一仁 先生

回 日時 タイトル 講師

第335回 6月5日（金）
18:00～19:00

臨床研究をはじめよう！でもその前に 東京大学医学部附属病院
22世紀医療センター
関節疾患総合研究講座

准教授 吉村 典子 先生

第336回 6月12日（金）
19：00～20：00
附属川崎病院開催

わが国の胃癌外科治療のあゆみ
～どのように始まり、どこに行き着いたのか～

広島市立広島市民病院
副院長兼通院治療センター主任部長

二宮 基樹 先生

第337回 6月17日（水）
教授会・大学院
医学研究科
委員会終了後

冠動脈イメージングの進歩と臨床展開 川崎医科大学
循環器内科学
教授 上村 史朗 先生

第338回 6月17日（水）
18：00～19：00

Brain Tumour Surgery in Myanmar Evolution of Neurosurgery Prof. Myat Thu
Professor/Head
Department of Neurosurgery
University of Medicine‐1
Yangon General Hospital，Yangon, Myanmar

第339回 7月8日（水） Clinical Application of Diagnostic Ultrasound in Rehabilitation 
Medicine

Tyng‐Guey Wang,  MD             
Professor,                                                                 
Department of Physical Medicine and 
Rehabilitation,
National Taiwan University, School of
Medicine

第340回 7月13日（月）
18：00～19：00

糖脂質：ＬＣ‐ＭＳによる構造解析から機能へ 東北薬科大学
分子生体膜研究所 機能病態分子学教室
客員教授 鈴木 明身 先生

第341回 7月15日（水）
教授会・大学院
医学研究科
委員会終了後

乳がんのtranslational research 川崎医科大学
乳腺・甲状腺外科学
教授 紅林 淳一 先生



回 日時 タイトル 講師

第342回 7月17日（金）
18:00～19:00

院内発症脳卒中の特徴と大阪大学病院での取り組み 大阪大学大学院
医学系研究科神経内科学
講師 坂口 学 先生

川崎医学会賞
受賞講演会

8月1日（土） 【論文賞】
耳鼻咽喉科学
臨床助教6 蛭川 英典 先生
【研究奨励賞】
元解剖学
現理化学工業 岩下 美里 先生
呼吸器内科学
臨床助教5 黒瀬 浩史 先生

第343回 8月26日（水）
16:30～17:30

日本の死因究明制度の現状と将来展望 東京都監察医務院
院長 福永 龍繁 先生

第344回 8月31日（月）
17：00～18：00

The involvement of caspase family in Parkinsons Disease: 
a study of neurotoxicity in human dopaminergic neuron 
differentiated from stem cells

Bushra Ahmed, PhD
Principal Lecturer in Biochemistry, 
Department of Life Sciences, 
University of Bedfordshire

第345回 9月1日（火）
18:00～19:00

Dysphagia in the ICU Martin B. Brodsky, PhD, ScM, CCC‐SLP
Assistant Professor, Department of Physical 
Medicine and Rehabilitation, Johns Hopkins 
University

第346回 9月3日（木）
19:00～20:00
附属川崎病院開催

リンパ腫の病理：最近の進歩をふくむ 岡山大学大学院
医歯薬学総合研究科病理・病態学
教授 吉野 正 先生

第347回 9月28日（月）
17：30～18：30

私の体験した教育の真髄
－渾身の心臓外科50年を経験して－

東京女子医科大学
名誉教授 小柳 仁 先生

回 日時 タイトル 講師

第348回 10月7日（水）
19：00～20：00
附属川崎病院開催

食道胃接合部腫瘍の治療 慶應義塾大学
医学部外科学

准教授 竹内 裕也 先生

第349回 10月15日（木）
17：00～18：00

Cancer Genomics Debra G. B. Leonard, MD, PhD
Professor and Chair of the Department of 
Pathology and Laboratory Medicine,
the University of Vermont College of Medicine 
and the University of Vermont Medical Center

第350回 11月11日（水）
17：00～18：00

BMPシグナルの骨格形成における遺伝的機能解析 — BMPは
本当に骨を作る因子なのか？

ミシガン大学
歯学部生命材料科学学科
三品 裕司 先生

第351回 11月19日（木）
18：00～19：00

辺縁系の研究史： Broca から最近の話題まで 防衛医科大学校
解剖学
教授 小林 靖 先生

第352回 11月20日（金）
教授会終了後

消化管疾患 －最近の動向－ 川崎医科大学
消化管内科学
教授 塩谷 昭子 先生

第353回 11月25日（水）
17：00～18：00

《FD会》

アウトカム基盤型教育の理論と実践 －Why,What,How－ 千葉県立保健医療大学
学長 田邊 政裕 先生

第354回 12月10日(木）
教授会・大学院
医学研究科
委員会終了後

脳血管障害の病態解明を目指して 川崎医科大学
脳卒中医学
教授 八木田 佳樹 先生

第355回 H28年1月8日（金）
19：00～20：00
附属川崎病院開催

高齢者のフレイル・サルコペニアとその予防対策 東京大学大学院
医学系研究科加齢医学講座（老年病科）
准教授 小川 純人 先生



回 日時 タイトル 講師

第356回 1月15日（金）
17：00～18：00

アルツハイマー病研究の最前線：トリプトファム代謝異常から
見た新しい分子病理像と早期診断マーカーの開発

AMED戦略推進部 調査役
兼国立長寿医療研究センター
客員研究員 滝川 修 先生

第357回 1月27日（水）
17：30～18：30

肺癌の現状と科学 筑波大学 医学医療系・地域医療教育学
付属病院 呼吸器内科 教授
教授 家城 隆次 先生

第358回 H28年2月5日（金）
19：00～20：00
附属川崎病院開催

ビッグデータからの予測医療と精密医療 京都大学大学院
医学研究科臨床システム腫瘍学
特定教授 奥野 恭史 先生

第359回 H28年2月12日（金）
17:00～18:00

癌幹細胞と上皮間葉転換の役割と癌治療への応用 東京都健康長寿医療センター
老年病理学研究チーム

研究部長 石渡 俊行 先生

第360回 H28年2月25日（木）
17:30～18:30

ラットヒゲシステムを題材とした神経回路機構の包括的研究：
システム神経解剖学の構築を目指して

京都大学大学院医学研究科
高次脳形態学教室
准教授 古田 貴寛 先生

川崎医学会講演会（平成28年度）

開催および予定数

合計 10 回 7/21現在 （第361回～第369回

受賞講演会含む）

内訳 学外講師 6回
学内講師 4回 （川崎医学会受賞講演会1回

新任教授講演会 3回）



平成28年度医学会講演会開催予定（開催済みも含む）

回 日時 タイトル 講師

第361回 4月21日（木）
17:00～18:00

小児医療におけるゲノム解析の有用性 東北大学大学院医学系研究科小児病態学分
野・教授
東北メディカル・メガバンク機構・副機構長
呉 繁夫 先生

第362回 5月18日（水）
教授会・大学院医
学研究科委員会
終了後

IGF-IR  targetingと婦人科がん治療への応用 川崎医科大学 産婦人科学２ 教授
本郷 淳司 先生

第363回 6月10日（金）
18:00～19：00

最先端のその先へ 国立循環器病研究センター 脳神経内科
部長
長束 一行 先生

第364回 6月15日（水）
教授会・大学院医
学研究科委員会
終了後

網膜外光受容器と概日時計 川崎医科大学 自然科学（生物学） 教授
泰山 浩司 先生

第365回 6月22日（水）
17：30～18：30

New mechanism of endogenous nephron repair Janos Peti-Peterdi, MD, PhD
Departments of Physiology & Biophysics, and 
Medicine, Keck School of Medicine, 
University of Southern California

第366回 7月20日（水）
教授会・大学院医
学研究科委員会
終了後

自己免疫疾患の発症要因としての重症薬疹 川崎医科大学 皮膚科学 教授
青山 裕美 先生

第367回 8月26日（金）
17:30～18:30

テロメアBiologyと臨床 島根大学医学部 産科婦人科
教授 京 哲 先生

回 日時 タイトル 講師

第368回 9月6日（火）
17:00～18:00

アリセプトからアルツハイマー病根本治療薬の開発へ（仮題） 杉本 八郎 先生

川崎医学会賞
受賞講演会

10月20日（木）
17:00～18:20

【平成28年度 川崎医学会誌論文賞受賞】

平野 紘康 先生

【平成28年度 川崎医学会誌論文賞受賞】

徳岡 晋太郎 先生

【平成27年度 川崎医学会誌論文賞受賞】

雑賀 太郎 先生

【平成26年度 川崎医学会研究奨励賞受賞】

城所 研吾 先生

第369回 11月4日（金）
17:30～18:30

ALSOプロバイダーコースとチーム医療；チームSTEPPS（仮） 新井 隆成 先生



川崎医学会賞について

研究奨励賞：大学・研究委員会より

角谷 裕之 先生
対象論文 ： Excess aldosterone is a critical danger signal for inflammasome activation 

in the development of renal fibrosis in mice. 
Federation of American Societies For Experimental Biology(FASEB J)         
29:3899-3910,2015

医学会誌論文賞：医学会・編集委員会より

平野 鉱康 先生
対象論文：TNF receptor type 2 transmits caspase-dependent apoptotic signals in

fibroblast-like synoviocytes derived from rheumatoid arthritis.
Kawasaki Medical Journal 41: 29-40, 2015

徳岡晋太郎 先生
対象論文：成体マウス脳における嗅覚系新生ニューロンの遊走に関する三次元構造解析

川崎医学会誌 41: 57-73，2015

【川崎医学会賞受賞講演会について】

日時：平成28年10月20日（木）17：00～18：20

場所：図書館小講堂

講演者

・平成28年度 川崎医学会誌論文賞受賞 平野 紘康 先生

・平成28年度 川崎医学会誌論文賞受賞 徳岡 晋太郎 先生

・平成27年度 川崎医学会誌論文賞受賞 雑賀 太郎 先生

・平成26年度 川崎医学会研究奨励賞受賞 城所 研吾 先生

★今年度研究奨励賞受賞者の角谷先生は留学中のため、帰国後に講演していただきます。


