平成２１年度川崎医学会講演会開催一覧

第164回 4月24日（金）16：30-17：30
「スフィンゴ脂質活性タンパク：歴史、機能、その遺伝性異常による疾患」
米国ノースカロライナ大学 神経内科・精神科名誉教授
神経科学センター名誉センター長 日本学士院会員
鈴木 邦彦

第165回 7月1日（水）17：30-18：30
平成19年度プロジェクトB研究成果発表会
「がんに対する活性化自己リンパ球移入療法」
臨床腫瘍医学 教授 山口 佳之
「血管内超音波法による冠動脈組織性状診断」
内科学（循環器）准教授 大倉 宏之
第166回 7月24日（金）16：30-17：30

「胎生期神経前駆細胞のエレベーター運動機構の包括的解析～組織内の細胞挙動を時空間観察に基づき
理解する～」
理化学研究所 発生再生科学総合研究センター・研究員 小曽戸 陽一
第167回 7月29日（水）総会終了後
機関誌論文賞受賞 臨床腫瘍学 山村 真弘
「胃癌細胞に対するtranilastの抗腫瘍効果とその機序」
機関誌論文賞受賞 三木リハビリテーション病院 田中 芳幸
「ラット慢性脳低灌流モデルにおける筋線維伝導速度と筋酵素組織学的検討」
研究奨励賞受賞 泌尿器科学 原 綾英
「川崎医大における前立腺生検の現状と試み―系統的多箇所生検の有用性と最適な到達法の探究について―」
平成19年度研究奨励賞 耳鼻咽喉科学 森田 倫正
「悪性黒色腫に対するホウ素熱中性子捕捉療法の抗腫瘍効果増強をめざして―メラニン合成能と放
射線感受性、ホウ素化合物の取り込みの観点から―」
第168回 8月7日（金）16:00-17:00
「糖鎖のはなし」
産業技術総合研究所糖鎖医工学研究センター副センター長
香川大学 研究推進機構 総合生命科学研究センター 客員教授
平林 淳
第169回 8月20日（木）16:00-17:30
「筋肉と血管：眼と心臓における臓器機能発現」
生理学1 教授 毛利 聡
「脳虚血モデルおよび脊髄損傷モデル動物を用いた病態生理研究」
生理学2 教授 宮本 修
「頸動脈狭窄症の病態と外科的治療」
脳神経外科学 教授 宇野 昌明

第170回 9月24日（木）16:00-17:00
「食細胞NADPHオキシダーゼについて」
生化学 教授 栗林 太
「バイカル湖の淡水海綿」
自然科学 教授 益田 芳樹
第171回 9月29日（火）16：15-17:00
「高血圧の患者が非心臓手術をうける時―術前の血圧コントロールを目的に手術をキャンセルする根拠は

あるか？－」
Professor John W Sear
Nuffield Department of Anaesthetics, University of Oxford: and Fellow of Green Templeton
(formerly Green) College
第172回 12月11日（金）16:00-17:00
「Multiphoton imaging of renal physiology and pathology in vivo」
Janos Peti-Peterdi

Associate Professor Physiology & Biophysics, Medicine Zilkha Neurogenetic Institute Keck School of Medicine
第173回 12月11日（金）17:00-18:00
「心不全における突然死予防と治療戦略」
東京女子医科大学 循環器内科 主任教授 萩原 誠久
第174回 12月22日（火）17:00-18:00
「DNAウイルス（SV40T抗原）により誘発したマウス水晶体上皮腫瘍を用いた新たな癌治療戦略の開発」
産婦人科学 教授 中村 隆文
「骨強度・骨質からみた骨粗鬆症」
放射線医学（核医学）教授 曽根 照喜
第175回 1月27日（水）16:00-17:00
「平成21年度守分賞を受賞して」
放射線医学（画像診断）准教授 玉田 勉
「麻酔科学・最近の話題～安全で快適な周術期から長期予後改善をめざして～」
麻酔・集中治療医学２ 教授 中塚 秀輝
第176回 3月3日（水）16:00-17:00
「細胞の分化を鋭敏に反映する細胞膜糖と中間径フィラメント」
解剖学 准教授 岩月 宏彦
「すなおなる世となるからに人あつく文を学びの時も来にけり」
外国語（独）准教授 永末 和子
第177回 3月26日（金）17:00-18:00
「疾病発生の背景を考慮した医療−血液検査による胃の‘健康度’評価（ABC分類）を中心に−」
総合診療医学 准教授 井上 和彦
「H. pylori委縮性胃炎と胃癌」
内科学（食道・胃腸）准教授 塩谷 昭子

平成２２年度川崎医学会講演会開催予定（開催済みも含む）
第178回 4月16日(金)16：00-17：00
「分子標的治療薬の皮膚症状とrash management」
皮膚科学 准教授 松浦 浩徳
「前立腺癌とアンドロゲン遮断療法」
泌尿器科学 准教授 宮地 禎幸
第179回 4月28日(水)15:00-16:00

「結核感染診断の進歩と今後の課題」
呼吸器内科学 准教授 小橋 吉博
「関節リウマチ由来滑膜線維芽細胞おける突然変異導入因子の異所性発現について」
免疫学 准教授 五十嵐 英哉
第180回 5月12日(水)17:30-18:30
「人工染色体を用いた遺伝子/再生医療」
鳥取大学大学院医学系研究科機能再生医科学専攻 生体機能医工学講座遺伝子機能工学部門/

鳥取大学染色体工学研究センター・センター長
押村 光雄先生
第181回 6月9日(水)16:30-17:30
「神経・グリア細胞の再生−最近のトピックス」
香川大学医学部 脳神経生物学 板野 俊文先生
第182回 6月14日(月)17:00-18:00
「The role of chromatin remodeling in regulation of alpha globin expression」
Dr. Richard Gibbons
The Weatherall Institute of Molecular Medicine University of Oxford
第183回 7月1日(木)17:00-18:30
「知っておきたい遺伝子診断の進め方 ～遺伝カウンセリングの必要性～」
小児科学 特任准教授 升野光雄
川崎医療福祉大学医療福祉学科 准教授 山内泰子
第184回 7月9日(金)16:00-17:00
「電気生理検査の有用性（パーキンソン病を中心に）」
神経内科学 准教授 黒川勝己
「がん診療における病理医の役割」
病理学１ 准教授 秋山 隆
第185回 7月30日(金)16:00-17:00
「臨床研究が臨床に与える効果‐強迫性障害に対する行動療法
の有効性に関するRCT(Rondimized Contrioled Trial)の経験から‐」
精神科学 准教授 中川彰子
「身体疾患治療薬の副作用としての精神症状」
精神科学 准教授 山田了士

第186回 8月3日(火)16:00-17:00
「なぜ健康小児にも帯状疱疹が発生するのか？」
小児科学 教授 寺田喜平
「ナビゲーションシステムを用いた人工股関節全置換術 - 手術はここまで正確にできる！ -」
整形外科学（関節）教授 三谷 茂
第187回 8月18日（火）16：00-17：00
「免疫系エフェクター細胞の産生制御に関わる血液幹細胞・前駆細胞の多様性」
Paul W. Kincade, Ph.D.
第188回 8月20日(金)16:00-17:00
「肝発癌過程における脂質・糖・鉄代謝障害」
肝胆膵内科学 准教授 是永 匡紹
「医学教育と英語」
外国語（英語） 准教授 芝田 敬
第189回 8月30日（月）16：00-17：00
「マイコバクテリア感染におけるinterleukin(IL)-17Aの防御機構」
琉球大学熱帯生物圏研究センター 熱帯感染生物学部門分子感染防御学分野
梅村 正幸 先生
第190回 9月7日(火)16:00-17:00
「四肢重度外傷治療の最前線と内視鏡下脊椎手術の現状」
整形外科学（災害） 教授 長谷川 徹
「穿通枝皮弁とウルトラマイクロサージャリ―」
形成外科学 教授 稲川 喜一
第191回 9月14日(火)16:00-17:00
「造血細胞移植の現状と今後」
血液内科学 准教授 田坂 大象
「炎症細胞の動きと働きを追う～細胞走化性と活性酸素産生の評価方法の開発と応用～」
生化学 准教授 山内 明

第192回 9月29日（水）17：30-18：30
「Klotho 蛋白によるリン代謝と老化の制御機構
テキサス大学サウスウエスタンメディカルセンター
黒尾 誠 先生
第193回 10月7日（木）
川﨑医学会受賞講演会
「MRL-MpJ創傷治癒形質の導入はデュシェンヌ型筋ジストロフィーモデルの骨格筋病変を改善する」

機関誌論文賞受賞 福祉大 健康体育学科 藤野 雅広
「珪肺症における自己免疫異常の指標としての位置づけ
～可溶性IL-2受容体分子や可溶性CD40リガンド分子の意義～」
機関誌論文賞受賞 皮膚科学 林 宏明

「老化関連遺伝子Klothoの腎障害進展抑制作用の解析」

平成20年度研究奨励賞受賞 腎臓・高血圧内科学 春名 克祐
「尿毒素と血管内皮機能障害：尿毒素経口吸着剤AST-120によるラット腎亜全摘出モデルにおける
血管内皮機能改善作用の検討」
研究奨励賞受賞 福山市民病院 浪越 為八 先生
第194回 10月26日（火）16：00-17：00
「レニン・アンジオテンシン系研究の新展開：高血圧から認知機能まで」
愛媛大学大学院医学系研究科分子心血管生物・薬理学
堀内 正嗣 先生
第195回 11月12日（金）17：00-18：00
長浜バイオ大学 アニマルバイオサイエンス学科
野村 慎太郎 先生
第196回 2月18日（金）16：00-17：00
「小児の尿細管機能異常症：異常から正常を知る」
東京大学大学院医学系研究科小児医学講座小児科
五十嵐 隆 先生

