平成２２年度川崎医学会講演会開催一覧
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に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
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
第182回 6月14日（月）17:00-18:00
「The role of chromatin remodeling in regulation of alpha globin expression」
The Weatherall Institute of Molecular Medicine ,University of Oxford
Dr Richard Gibbons
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
医療福祉学部医療福祉学科 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(Randomized Controlled
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（水）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」
オクラホマ医学研究財団 免疫生物学と癌研究プログラム、プログラム長
Paul W Kincade 博士

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
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ー」
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
准教授 黒尾 誠

第193回 10月7日（木）総会終了後
川崎医学会賞受賞講演会
「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
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 教授
堀内 正嗣
第195回 11月12日（金）17：00-18：00
「分子組織学的手法で硬組織のダイナミズムを探る」
長浜バイオ大学 バイオサイエンス学部 アニマルバイオサイエンス学科
野村 慎太郎
第196回 12月14日（火）16：00-17：00
「弱視の責任部位」
眼科学 教授 三木 淳司
「慢性腎臓病の基盤病態としての血管内皮機能障害
平成22年度守分賞受賞講演 腎臓・高血圧内科学 講師 佐藤 稔
第197回 1月31日（月）17：00-18：30
「GLP-1によるマウスおよびヒト膵島におけるグルカゴン分泌調節」
オックスフォード大学 教授 Patrik Rorsman
「中毒ばかりではない！膵B細胞内で作る硫化水素の役割は？」
大分大学医学部薬理学 教授 仁木 一郎
第198回 2月4日（金）16：00-17：00
「がんと間質の相互作用」
病理学2 准教授 鹿股 直樹
「前立腺癌の画像診断に関する研究成果」
放射線医学（画像診断） 准教授 玉田 勉

第199回 2月24日（木）16：00-17：00
「アスベスト曝露とNK細胞機能－機能低下指標を用いた中皮腫早期診断への期待－」
衛生学 准教授 西村 泰光
「研究生活を振り返って」
自然科学 准教授 日髙 和夫
第200回 3月3日（木）17：00-18：00
「海外実習を中心とする国際化教育の取組み」
三重大学大学院医学系研究科
環境社会医学講座医学医療教育学分野 教授 堀 浩樹
第201回 3月18日（金）16：00-17：00
「骨格筋幹細胞のリプログラミングと血管ニッチ：筋ジストロフィーの新たな治療法の開発」
Stem Cell Institute, Paul ＆ Sheila Wellstone Muscular
Dystrophy Center, Department of Neurolory,
University of Minnesota Medical School
Assistant Professor 朝倉 淳
第202回 3月18日（金）17：00-18：00
「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 教授 五十嵐 隆

平成23年度川崎医学会講演会開催予定（開催済みも含む）
第203回 5月12日（木）16：30-17：30
「睡眠から健康が見える」
滋賀医科大学 睡眠学講座

大川 匡子

第204回 6月6日（月）16：30-17：30
「Conditional expansion of mammalian neural stem cells in vivo」
DFG-Center and Cluster of Excellence for Regenerative Therapies,
Dresden University of Technology
Dr. Federico Calegari
第205回 6月16日（木）16：00-17：00
「オキシトシン、CD38と社会性認識記憶 : 短期記憶の研究35年の成果」
金沢大学大学院医学系研究科 教授 東田 陽博
第206回 6月21日（火）17：00-18：00
「重症患者管理における急性血液浄化法の変遷」
麻酔・集中治療医学3 教授 片山 浩
「ポリオワクチンの光と影～根絶計画そしてワクチン関連麻痺」
小児科学 教授 中野 貴司
第207回 6月28日（火）16：30-18：00
「進行頭頸部癌に対する臓器・機能温存療法 」
耳鼻咽喉科学 教授 秋定 健
「胆膵領域の Interventional Endoscopy」
総合内科学2 教授 河本 博文

「アルツハイマー病100年」
精神科学 教授 石原 武士
第208回 6月29日（水）16：00-17：00
「我が国における肝疾患の変遷とその対策 」
総合内科学2 特任教授 山田剛太郎
「非喫煙者肺癌における分子標的治療の基礎から臨床へ」
総合内科学4 教授 瀧川 奈義夫
第209回 7月1日（金）16：00-17：00
「血管疾患におけるインフラマソームを介した自然炎症の役割 」
自治医科大学 分子病態治療研究センター バイオイメージング研究部 教授
高橋 将文
第210回 7月6日（水）16：30-17：30
「Q熱の臨床」
総合内科学1 教授 沖本 二郎
「医療資料学教室の産声」

医療資料学 教授 宮原 勅治

第211回 7月7日（木）16：00-16：45
「New Castle 大学空の医学研修生による川崎医大研修報告会」
MR. Sam Sheppard

Mr. Thomas Fretwell

Mr. Richard Gentles

第212回 7月12日（火）16：00-17：00
「」
総合内科学1 准教授 川﨑 史子
「食道癌～基礎と臨床：私たちの知見～」
総合外科学 教授 猶本 良夫
第212回 7月22日（金）17：00-18：00
「」
フランス国立衛生医学研究所 ディレクター Genevieve Nguyen
第213回 7月26日（火）17：00-18：00
「メタボリックシンドロームと自然炎症」
東京医科歯科大学 難治疾患研究所・分子代謝医学分野 教授 小川 佳宏
第214回 7月29日（金）16：00-17：00
「」
京都大学・血液・腫瘍内科学 高折 晃史

