
平成29年度 川崎医学会 評議員会兼 会員総会

日時：平成29年8月5日（土）11：48～
場所：校舎棟 M‐800教室

議 事
１．会長挨拶 福永会長

２．報告事項

1）人事について〈資料1〉 大槻運営委員長

2）2016年度末メール運営委員会の報告〈資料2〉 大槻運営委員長

3）事業報告〈資料3〉 大槻運営委員長

(1)英語論文書き方セミナーについて
(2)臨床試験×統計学セミナーについて
(3)TV会議システムの導入について
(4)図書館AV機器刷新について

4）編集委員会報告〈資料4〉 大槻編集委員長

(1)刊行状況について
(2)メールアラートの変更について
(3)Acceptable Secondary Publicationについて
(4)著者の所属機関と所在地の記載方法の変更について

5）医学会講演会〈資料5〉 長洲委員

(1)謝金の変更について
(2)平成28年度実施状況
(3)平成29年度実施予定

３．審議事項
1）平成28年度決算（案）について 佐々木委員
2）平成28年度監査報告
3）平成29年度予算（案）について 佐々木委員
4）医学会賞について 大槻運営委員長

(1)研究奨励賞について
(2)医学会誌論文賞について

４．その他

平成28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

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）
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平成29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：佐々木環，宗 友厚 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，小笠原康夫，芝田 敬，鈴木幸一郎，角田 司，冨田正文，濃野 勉，原田 保，藤田喜久，正木久男，山田作夫，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 上野富雄 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 加藤勝也 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 戸田雄一郎 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 三原雅史 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 宮本 修

編集委員 青山裕美 伊東克能 宇野昌明 上村史朗 加藤勝也 金藤秀明 栗林 太 紅林淳一 塩谷昭子 高尾俊弘

種本和雄 通山 薫 寺田喜平 中塚秀輝 日野啓輔 平塚純一 宮本 修 堀尾武史 泰山浩司（教養篇担当）
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※赤字が今年度の変更箇所

臨時運営委員会（3/3～3/10メール会議にて開催）決定事項報告

・編集委員人事について
（詳細は平成29年度川崎医学会役員名簿参照）

・原田会計担当運営委員の退任と後任人事について
（宗教授が新会計担当運営委員に就任）

・講演会謝金の減額について
（10万円から5万円へ。2017年4月1日以降申し込み分から）

・医学会賞副賞の減額について
（研究奨励賞：30万円⇒15万円へ、医学会誌論文賞：20万円⇒10万円へ。次年度から）

資料2



2016年度事業報告

（１）英語論文書き方セミナーの開催（資料3‐1参照）
7/27（水）17：30～19：00
7/28（木）17：30～19：00
7/29（金）17：30～19：30

（２）臨床試験×統計学セミナーの開催（資料3‐2参照）
12/4（水）18：00～19：00
1/25（水）18：00～19：00
2/22（水）18：00～19：15

（３）TV会議システムの導入

（４）図書館AV機器刷新

資料3
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川崎医学会プレゼンツ
「臨床試験×統計学」セミナー

これから臨床試験を始めるための統計的エッセンス

講 師 ： 飛 田 英 祐 先 生
広 島 大 学 病 院 総 合 医 療 研 究 推 進 セ ン タ ー 副 セ ン タ ー 長 （ デ ー タ サ イ エ ン ス 担 当 ） 診 療 准 教 授

KEYWORDS
• 臨床試験実施の根幹となる

試験の目的
• 試験デザイン
 ランダム化の意義
 盲検化の役割
 比較対照

• エンドポイント
• 統計解析手法
• 目標症例数の設定と意義

KEYWORDS
• 試験実施上で注意が必

要な試験デザイン
 中間解析
 非劣性と優越性

• 臨床研究実施体制
 各種担当者の役割

• 臨床研究の質の保証
 データマネージメ

ント
 モニタリング／監

査
 人を対象とする医

学系研究に関する
倫理指針の遵守

KEYWORDS
• 実例解説
 様々な統計解析手法と

結果の提示方法
 結果の解釈について

① 試験デザイン立案編 2016年12月14日（水）18‐19時

これから臨床試験を計画するにあたり知っておくべき統計に
関する基礎知識の解説

② 臨床試験実施編 2017年1月25日（水）18‐19時

後の統計解析にも影響する臨床試験実施計画書に準じた試験
の実施などについて解説

③ 統計解析編 2017年2月22日（水）18‐19時

さまざまな統計解析手法の紹介と結果の解釈など実例
を基に臨床試験論文を読む際のポイントなどを解説

校舎棟702教室
＋TV会議

LIVE配信（総合医

療センター）

問合せ：川崎医学会
運営委員長（衛生学 大槻：内線27352）

takemi@med.kawasaki-m.ac.jp
秘書室・片山（内線26036）

6fsec@med.kawasaki-m.ac.jp
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◆平成28年度秋季編集委員会（メール会議にて開催）

期日：2016年10月20日～10月31日

【議事】
・刊行状況について
・編集委員交代について
・英語論文書き方セミナー開催の報告
・TV会議システム設置の報告
・図書館AV機器刷新の報告
・臨床試験のための統計学セミナー開催の報告

◆平成29年春季編集委員会

日時：平成29年3月23日(木)16：30～
場所：別館6階大会議室
【議事】

・刊行状況について（資料4-1参照）
・メールアラート登録方法の変更について（資料4-2参照）
・Acceptable Secondary Publication について（資料4-3参照）
・著者の所属機関とその所在地の記載方法について（資料4‐4参照）

・医学会論文賞について
・編集委員会人事について
・川崎医学会運営委員会からの報告について
・サイネージの活用方法について

編集委員会報告 資料4



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 H28.9.16 H28.12.7

納品日 H28.6.29 H28.7.11 H28.12.16 H29.1.25 H28.7.22

論
文
編
数

総説 1 1

原著 1 2 6 4

症例報告 3 1 7

その他 1

計 5 4 13 4

※ Morning Case Conference 1篇

平成28年刊行状況

※

資料4‐1

平成29年刊行状況

平成29年7月18日現在

巻・号 川医誌43-1 KMJ43-1 川医誌43-2 KMJ43-2
川医誌

43巻補遺号

当該最終論文
受理日

H29.5.29 H29.3.22 受理済
原稿

査読中
受理済
原稿

査読中

納品日 H29.6 H29.6 H29.7 予定

論
文
編
数

総説

原著 4 1 1 1

症例報告 3 6 1 3 1

その他 1

計 7 6 1 4 2 2

進行状況 納品ずみ 納品ずみ 投稿待ち 投稿待ち
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【川崎医学会誌 メールアラート登録方法の変更について】

１．各誌（和文誌、英文誌、教養編）の検索ページに、設置していた新刊メーリングリスト登録／削除用のボタンを
川崎医学会トップページに機能を統一する。

２．各誌いずれかが発刊された場合、メーリングリスト登録者全てにアラートメールを送信する。

資料4‐2

【Acceptable Secondary Publicationについて】 資料4‐3





【著者の所属機関と所在地の記載方法の変更について】

著者の所属機関と所在地の記載方法の統一が難しいケース（下図参照）が出てきたため、記載方法を変更する。

・変更①：タイトルの下に記載していた住所は記載しないこととし、所属機関部署は部門あるいは教室名までの記載とする。
・変更②：責任著者の住所は（松島と岡山両方に教室員が居る場合も）責任著者が通常診療を行っている所在地の住所を記載する。

【case1】著者の所属教室が松島のみにある教室

【case2】総合医療センターのみにある教室

【case3】松島と総合医療センター両方同じ教室で診療担当が
分かれている教室
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【投稿規定（変更後）】

変更①

変更②

【川崎医学会講演会における講師謝礼金の変更について】

【変更前】
・宿泊費（1泊・シングル・朝食なし）
・交通費（国内旅費分を負担）
・タクシーチケット（2枚）
・謝金（10万円）

【変更後】
・宿泊費（1泊・シングル・朝食なし）
・交通費（国内旅費分を負担）
・タクシーチケット（2枚）
・謝金（5万円）

資料5‐1



川崎医学会講演会（平成28年度）

開催数 合計27回
（第361回～第387回

受賞講演会含む）

参考 ： 平成 27年度 34回
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 22回
学内講師 5回 （川崎医学会受賞講演会1回

新任教授講演会 4回）

資料5‐2

平成28年度医学会講演会
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 川﨑医科大学産 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 同志社大学脳科学研究科
教授（チェアプロフェッサー）
杉本 八郎 先生

第369回 9月21日（水）
教授会・大学院医
学研究科委員会終
了後

消化管学から予防医学への歩み～総合医療センター開院に
向けて～

川崎医科大学 健康管理学 教授
鎌田 智有 先生

第370回 9月23日（金）
17：00～18：00

脳動脈瘤のTranslational Research 橋本 友紀 先生
Professor, Department of Anesthesia and 
Perioperative Care, Department of 
Neurological Surgery, University of California, 
San Francisco

第371回 10月7日（金）
17：30～18：30

新規細胞エネルギー代謝スクリーニングに基づいた急性腎障
害予防薬/治療薬の探索と開発

Lineage Tracingを用いた急性腎障害後の再生に寄与する尿
細管上皮細胞の由来の検索

徳島大学病院 腎臓内科
岸 誠司 先生

京都府立医科大学 腎臓内科
草場 哲郎 先生

第372回 10月20日（木）
17：00～18：30

【医学会賞受賞講演会】 雑賀 太郎 先生（平成27年度 川崎医学会誌論文賞）

平野 紘康 先生（平成28年度 川崎医学会誌論文賞）

徳岡 晋太郎 先生（平成28年度 川崎医学会誌論文賞）

城所 研吾 先生（平成26年度 川崎医学会研究奨励賞）

第373回 10月24日（月）
19：15～20：15

Barrett’s esophageal cancer –Up Date— Michael Wilhelm Reinhard Vieth

Head of Institut für Pathologie at Klinikum
Bayreuth
Apl.Prof.of the Universität Magdeburg
Apl.Prof.of the Universität Erlangen-
Nürnberg

回 日時 タイトル 講師

第374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 恵寿総合病院 家族みんなの医療センター
センター長
NPO法人 周生期医療支援機構（ALSO‐Japan）
代表
新井 隆成先生

第375回 11月29日(火）
17:00～18:00

脳機能画像技術を用いた神経機能ネットワークの解明と
臨床への応用

大阪大学大学院医学系研究科 神経内科学
三原 雅史 先生

第376回 12月1日（木）
18:00～19:00

愛の生理学？愛のホルモン、オキシトシンー 統合医療クリニック徳 院長

高橋 徳先生

第377回 12月9日（金）
18:00～19:00

眼の血管構築と眼圧の生体リズムメカニズム 金沢大学大学院外科系領域
眼科学教授 杉山 和久 先生

第378回 12月13日（火）
18:00～19:00

エビデンス発信しよう！ 東京共済病院 腎臓内科
神田 英一郎 先生

第379回
1月17日（火）
17：30～18：30

ミトコンドリアのストレス応答からみたオルガネラ接触場の形成
と細胞内鉄動態恒常性の関係

山形大学医学部メディカルサイエンス推進研
究所 田中敦研究室 准教授
田中 敦 先生

第380回
2月7日（火）
17：00～18：00

マイクログリアの多彩な機能—その生理的・病理的な役割につ
いて

愛媛大学医学系研究科分子細胞生理学
教授
田中 潤也 先生



回 日時 タイトル 講師

第381回 2月9日（木）
15：30～16：30

ゲノム編集による遺伝子組換え動物作製の基礎と応用 東京大学大学院 農学生命科学研究科
藤井 渉 先生

第382回 2月17日（金）
18：00～19：00

食道がん集学的治療の現況と展望 慶應義塾大学医学部 外科学教授
慶應義塾大学病院 副病院長、腫瘍センター長

北川 雄光 先生

第383回 2月20日（月）
17：00～18：00

EBV（Epstein-Barr virus）関連胃癌
―特徴的臨床像とその臨床的意義について－

県立安芸津病院 消化器内科 部長
赤木 盛久 先生

第384回 2月21日（火）
17：00～18：00

健康長寿の実現を目指した老化研究の推進 公益財団法人 先端医療振興財団
先端医療センター センター長

鍋島 陽一 先生

第385回 3月3日（金）
16：15～17：15

肝線維化の分子機構と新たな治療戦略 大阪市立大学大学院医学系研究科
肝胆膵病態内科学 教授
河田 則文 先生

第386回 3月8日（水）
18：00～19：00

特殊ペプチド創薬イノベーション 東京大学大学院理学系研究科化学専攻
生物有機化学教室 教授
菅 裕明 先生

第387回 3月8日（水）
17：30～18：30

大阪の外科医が山口ではじめる肝胆膵・移植外科 山口大学大学院 消化器・腫瘍外科学
教授 永野 浩昭 先生

川崎医学会講演会（平成29年度）

開催および予定数

合計 13 回 7/18現在 （第388回～第400回

受賞講演会含む）

内訳 学外講師 9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）
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平成29年度医学会講演会

回 日時 タイトル 講師

第388回 4月12日（水）
18:00～19:00

｢SH3BP2シグナルネットワークによる骨免疫系の制御メカニ
ズム」

ミズーリ大学カンザスシティ校 歯学部
准教授
植木 靖好 先生

第389回 5月1日（月）
17：00～18：00

Current approaches to localized pancreatic cancer John Woods Harris Distinguished Chair in Surgery
Professor and Chairman, Department of Surgery
University of Texas Medical Branch

Douglas S. Tyler, MD

第390回 5月9日（火）
17：00～18：00

サイトカイン・ケモカイン基礎研究に基づく免疫難病克服のた
めのTranslational Rsesarch（仮題）

東京大学大学院医学系研究科

分子予防医学分野 教授
松島 綱治先生

第391回 5月15日（月）
17：30～18：30

日本の僻地から米国の大学：私の高血圧臨床研究 Assistant Professor,  
Department of Preventive Medicine,
University of Mississippi Medical Center

矢野 裕一郎先生

第392回 5月17日（水）
教授会・大学院医
学研究科委員会
終了後

血管バリア機能におけるスフィンゴシン1-リン酸2型受容体
S1P2の役割

薬理学 教授
岡本 安雄先生

第393回 6月2日（金）
17：00～18：00

ホウ素中性子捕捉療法(BNCT)はがん放射治療に新たな地平
を拓く

京都大学 名誉教授
京都大学原子炉実験所 粒子線腫瘍学研究
センター
小野 公二 先生

第394回 6月21日（水）
教授会・大学院医
学研究科委員会
終了後

我々の取り組んできた消化管再生医療－短腸症候群患者に
対する小腸再生伸長術

消化器外科学 教授
上野 富雄 先生

回 日時 タイトル 講師

第395回 6月27日（火）
17：30～18：30

オランダの安楽死の今 シャボット あかね 先生

第396回 7月14日（金）
19：00～20：00

当院におけるロボット・内視鏡外科手術の現状と安全管理面
での取り組み

稲葉 一樹先生

第397回 7月19日（水）
教授会・大学院
医学研究科委員会
終了後

アスベスト関連肺・胸膜疾患の画像診断 放射線医学（画像診断２） 教授
加藤 勝也先生

第398回 7月26日（水）
17：30～18：30

医療情報におけるAI 浜松医科大学 医療情報部教授

木村 通男先生

第399回 8月5日（土）
川崎医科大学学術
集会時

平成29年度川崎医学会賞受賞者による
受賞講演会

第400回 9月13日（水）
17：30～18：30

Paediatric procedural pain management: Every paediatric
clinician's responsibility

Royal Children's Hospital, Director of 
Anaesthesia
Ian Mckenzie 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

清水 里紗 先生
対象論文 ：Sphingosine-1-phosphate recepter 1 as a prognostic biomarker and 

therapeutic target for patients with primary testicular diffuse large B-cell 
lymphoma
British Journal of Haematology 174(2)： 264-274,2016

医学会誌論文賞：医学会・編集委員会より

松野 岳志 先生
対象論文：シナプスマーカーVGLUT1, VGAT を用いた嗅球神経回路の新たな形態学的解析.

川崎医学会誌 42:127-142，2016 

岡 大五 先生
対象論文：Sphingosine-1-phosphate receptor 1 expression in angiosarcoma:Possible role in 

metastasis and a potential therapeutic target
Kawasaki Medical Journal 42:31-45, 2016

川崎医学会賞受賞講演会について

研究奨励賞：清水 里紗 先生

講演日時：平成29年8月5日（土）会員総会時
講演場所：校舎棟M-800教室

医学会誌論文賞：松野 岳志 先生

講演日時：平成29年8月5日（土）15：12～15：32
講演場所：校舎棟8階ラウンジ

医学会誌論文賞：岡 大五 先生

講演日時：平成29年8月5日（土）15：32～15：52
講演場所：校舎棟8階ラウンジ


