
平成30年度 川崎医学会 評議員会兼会員総会

日時：平成30年8月4日(土)11：30～
場所：校舎棟8階 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）編集委員会報告〈資料2〉 大槻編集委員長
3）刊行状況〈資料3〉 大槻編集委員長
4）川崎医学会講演会〈資料4〉 長洲委員

(1)川崎医学会講演会申請時の注意事項文書の配付について
(2)平成29年度実施状況
(3)平成30年度実施・実施予定

3. 審議事項
1）平成29年度決算（案）について 佐々木委員
2）平成29年度監査報告〈資料6〉 佐々木委員
3）平成30年度予算（案）について 佐々木委員
4）医学会賞について〈資料8〉 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
(3)川崎医学会賞受賞講演会について

4.その他
1）過去論文PDF化の状況と今後の予定について〈資料9〉

平成29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：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 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 春間 賢 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

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 宮本 修

編集委員 青山裕美 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

寺田喜平 中塚秀輝 宮本 修 堀尾武史 泰山浩司（教養篇担当）

資料1‐1



平成30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）松田純子，西村泰光

名誉会員 青木省三，大熊誠太郎，小笠原康夫，芝田 敬，鈴木幸一郎，谷本泰正，角田 司，寺田喜平，冨田正文，濃野 勉，原田 保，藤田喜久，藤本 亘，

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 小島 淳 小野和身 小野成紀 加来浩平 柏原直樹 片山 浩 勝山博信 加藤勝也

金岡祐司 金藤秀明 鎌田智有 河本博文 川本 豊 北中 明 桐生純一 杭ノ瀨昌彦 栗林 太 紅林淳一 五藤恵次 小松原一正 近藤英生

齋藤峰輝 佐々木環 定平吉都 佐藤健治 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 玉田 勉 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 原 浩貴 春間 賢 日野啓輔

平塚純一 藤原由規 藤本 亘 堀尾武史 本郷淳司 松三昌樹 松田純子 眞部紀明 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

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 宮本 修

編集委員 青山裕美 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

寺田喜平 中塚秀輝 宮本 修 堀尾武史 泰山浩司（教養篇担当）

資料1‐2

・追加は朱書き
・削除は朱書きで二重取消線

◆平成29年度秋季編集委員会（メール会議にて開催）

期日：2017年11月3日～11月6日

【議事】
・発刊の形式について
・和文誌発刊状況
・KMJ発刊状況
・学位論文について
・査読状況について

◆平成30年春季編集委員会

日時：平成30年3月29日(木)17：00～
場所： 6階カンファレンス室2
【議事】

・医学会誌論文賞について
・編集委員会人事について
・刊行状況について
・投稿から受理までの日数集計について
・編集委員へのAE依頼件数について
・川崎医学会誌一般教養篇の今後の在り方について

編集委員会報告 資料2



※
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【川崎医学会講演会申請時の注意事項文書の配付について】
資料4‐1

川崎医学会講演会（平成29年度）

開催数 合計22回
（第388回～第409回）

参考 ： 平成 28年度 27回
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

内訳 学外講師 16回
学内講師 6回 （新任教授講演会）

資料4‐2



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 Research

東京大学医学部・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

川崎医科大学
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

川崎医科大学
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

藤田保健衛生大学 医学部 総合消化器外科 准教授
藤田保健衛生大学病院 医療の質・安全対策部
安全管理室 副室長

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
川崎医科大学
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

エキスパートにうかがう医療情報化の最前線：
診療情報の研究への利用と医療AIを中心に

浜松医科大学 医療情報部
教授 木村 通男 先生

第399回
9月13日（水）
17：30～18：30

Paediatric procedural pain management

Director of Anaesthesia and Pain Management  
at the Royal Children’s Hospital 
Melbourne,Australia
Ian McKenzie 先生

第400回
9月19日（火）
17:30～18:30

Smooth muscles and their nerves: forms and doubts
Professor Emeritus, Department of Anatomy, 
University College London
Giorgio Gabella, M.D., Ph.D.

第401回

9月20日（水）
教授会・大学院

医学研究科委員会
終了後

いびき・閉塞性睡眠時無呼吸症の診断と治療
〜耳鼻咽喉科医としての関わり

川崎医科大学
耳鼻咽喉科学
教授 原 浩貴 先生

第402回

10月18日（水）
教授会・大学院

医学研究科委員会
終了後

“From Womb To Tomb” ～炎症、免疫、がんから学び応用す
る～

川崎医科大学
生化学
教授 山内 明先生



回 日時 タイトル 講師

第403回 10月19日（木）
17:30～18:30

分子進化学的手法を用いた比較ゲノム解析
（RNAウイルスから植物まで）

九州工業大学 情報工学部 生命情報工学科
准教授 花田 耕介 先生

第404回

11月17日（金）
教授会・大学院

医学研究科委員会
終了後

小児麻酔と麻酔薬神経毒性
川崎医科大学
麻酔・集中治療医学2
教授 戸田 雄一郎 先生

第405回
11月14日（火）
18：00～19：00

合成生物学 × 細菌の天敵
～人工ウイルスの創出から応用まで～

岐阜大学大学院医学系研究科病原体制御学
分野
安藤 弘樹 先生

第406回
12月18日（月）
17：30～18：30

がんの個別化医療を目指したRNAプロセシング制御研究の展

開

徳島大学大学院医歯薬学研究部医科学部門
社会医学系
准教授 増田 清士 先生

第407回
2月2日（金）

17：30～18：30
カエデマウスを用いた、免疫細胞の臓器間移動情報に基づく
免疫系の理解

大阪大谷大学 薬学部 免疫学講座
教授 戸村 道夫 先生

第408回
3月13日（火）
17：30～18：30

大脳皮質-視床投射のシナプス発達における神経活動の役
割

Department of Physiology, Anatomy and 
Genetics,University of Oxford
林 周一 先生

第409回
3月30日（金）
16：00～17：00

脳フィットネスを高める豊かな運動プログラム
筑波大学体育専門学群運動生化学
教授 征矢 英昭 先生

川崎医学会講演会（平成30年度）

開催および予定数

合計 21 回 7/17現在 （第410回～第430回）

内訳 学外講師 17回
学内講師 4回 （新任教授講演会 ）

資料4‐3



回 日時 タイトル 講師

第410回
4月27日（金）
16：45～17：45

重症インフルエンザウイルス感染症の免疫機構
奈良県立医科大学 免疫学講座
教授 伊藤 利洋 先生

第411回
5月8日（火）

17：30～18：30
横断的オミクス解析による疾患病態解明とゲノム創薬

大阪大学大学院医学系研究科
遺伝統計学
岡田 随象 先生

第412回
5月10日（木）
17：00～18：00

老化制御シグナルを標的とした抗老化薬開発の現状
～不老長寿は実現可能か？～

早稲田大学 人間科学学術院
基礎老化学研究室
教授 千葉 卓哉 先生

第413回
5月11日（金）
18：45～19：45

一般的に見られる炎症性皮膚疾患の皮疹の基本的診方のロ
ジック

—皮疹を因数分解すれば、そこで何が起こった結果その
皮疹が出来たか理解でき、自信を持って診断出来る—

木沢記念病院 病院長
岐阜大学
名誉教授（皮膚科） 北島 康雄 先生

第414回
5月17日（木）
18：00～19：00 大阪の外科医が山口ではじめる肝胆膵・移植外科

山口大学大学院医学系研究科 消化器・腫
瘍外科学分野 教授
山口大学医学部附属病院 第二外科（消化
管外科・肝胆膵外科）
科長 永野 浩昭 先生

第415回
6月5日（火）

17：00～18：00
ホウ素中性子捕捉療法とFBPA PET

大阪大学大学院医学系研究科 放射線統合
医学講座（核医学）
教授 畑澤 順 先生

第416回
6月14日（木）
18：00～19：00

遺伝性腫瘍とがんゲノム医療
～がん遺伝子パネル検査との関わり～

山口大学大学院 医学系研究科 分子病理
学講座 教授
山口大学医学部附属病院 遺伝診療部
部長(併任） 伊藤 浩史 先生

平成30年度医学会講演会

回 日時 タイトル 講師

第417回
6月20日（水）
17：00～18：00

人工知能時代の新しい生命医科学
国立研究開発法人 理化学研究所
医科学イノベーションハブ推進プログラム
副プログラムディレクター 桜田 一洋 先生

第418回
6月28日（木）
17：00～18：00

Osteolytic macrophage in c‐Fos knock‐out cherubism mice
Indiana Center for Musculoskeletal Health
/Indiana University Dental School
橘高 瑞穂 先生

第419回

7月18日（水）
教授会・大学院医
学研究科委員会終

了後

造血細胞におけるシグナル伝達経路の解析
川崎医科大学
検査診断学（病態解析）
教授 北中 明 先生

第420回
7月26日（木）
18：00～19：00

日本における循環器疾患のエビデンス
国立研究開発法人
国立循環器病研究センター
理事長 小川 久雄 先生

第421回
9月10日（月）
17：30～18：30

KIM‐1 mediates tubulointerstitial disease in diabetic
nephropathy （仮）

Harvard Medical School, Associate Biologist
市村 隆治 先生

第422回
9月11日（火）
17：30～18：30

アメリカからみた日本の臨床研究の現状（仮） 矢野 裕一郎 先生

第423回

9月19日（水）
教授会・大学院医
学研究科委員会終

了後

未定
川崎医科大学
総合内科学3

教授 小島 淳 先生

第424回
9月19日（水）
17：30～19：00

胸部画像診断の極意（仮）
福井大学
名誉教授・特命教授 伊藤 春海 先生



回 日時 タイトル 講師

第425回
10月3日（水）
17：30～18：30

アメリカの医学教育とグローバリゼーション（仮）
Professor of Orthopaedic Surgery, Rush 
University 
Howard S. An 先生

第426回
10月12日（金）
18：00～19：00

乳がん遺伝子BRCA1に関する話題
東京医科歯科大学・分子遺伝学
教授 三木義男 先生

第427回

10月17日（水）

教授会・大学院医
学研究科委員会

終了後

川崎医科大学
検査診断学（内視鏡・超音波）
教授 眞部 紀明 先生

第428回
10月23日（火）
17：30～18：30

PICU(Post‐Anesthesia Care Unit)欧米における麻酔後回復室
とその実際

ロサンゼルス小児病院 南カリフォルニア
大学 麻酔科
臨床准教授 名越 真 先生

第429回

11月16（金）

教授会・大学院医
学研究科委員会

終了後

川崎医科大学
放射線診断学
教授 玉田 勉 先生

第430回
11月17日（土）
13：30～16：30

獨協医科大学 総合診療医学講座
主任教授 志水 太郎 先生

資料6



川崎医学会賞について

研究奨励賞：大学・研究委員会より

十川 裕史 先生
対象論文 ：Infiltration of M1, but not M2, macrophages is impaired after unilateral ureter obstruction in 

Nrf2-deficient mice
Scientific Reports 7(1):8801,2017

医学会誌論文賞：医学会・編集委員会より

内田 篤志 先生
対象論文：マウス横紋筋融解症誘発性急性腎障害モデルにおけるNrf2活性化の意義の検討.

川崎医学会誌43(2)：81-93，2017 （doi：10.11482/KMJ-J43(2)81）

柘植 雅嗣 先生
対象論文：Development of a novel analgesic for cancer pain targeting brain-derived neurotrophic factor 

Kawasaki Medical Journal 43(2)：107-120, 2017（doi：10.11482/KMJ-E43(2)107）

資料8‐1

川崎医学会賞受賞講演会について

研究奨励賞：十川 裕史 先生

講演日時：平成30年8月4日（土）12：05～12：30
講演場所：校舎棟M-800教室

医学会誌論文賞：内田 篤志 先生

講演日時：平成30年8月4日（土）14：20～14：40
講演場所：校舎棟8階ラウンジ

医学会誌論文賞：柘植 雅嗣 先生

講演日時：平成30年8月4日（土）14：40～15：00
講演場所：校舎棟8階ラウンジ
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【過去論文PDF化の状況と今後の予定について】
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