
平成23年度川崎医学会役員名簿 
会長       福永仁夫  

副会長     川崎誠治 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  園尾博司 西松伸一郎  瀧川奈義夫 

  会計担当 原田保  佐々木環 

          庶務担当 植村貞繁 藤井豊 

 監事（会計監査） 青木省三 五十嵐英哉 

 評議員 

学内（34名） 

伊東克能  石原克彦   植村貞繁    尾内一信      大内正信       大熊誠太郎  大槻剛巳      岡三喜男      勝山博信    

河本博文  坂手行義   佐々木和信   佐々木環      杉原尚      園尾博司    瀧川奈義夫   種本和雄    椿原彰夫            

角田司      通山 薫     富田正文    西松伸一郎  西村泰光    濱崎周次    原田保      日野啓輔          平塚純一          

藤井豊       藤本 亘    益田芳樹        宗 友厚           虫明 基        山辻知樹      吉田 清  

学外（6名） 

石井鐐二  伊勢眞樹   今城吉成   梶谷喬        田淵昭雄  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   （7名）       大熊誠太郎 杉原 尚  園尾博司  種本和雄 通山薫 平塚純一 伊東克能  日野啓輔 

                          益田芳樹（教養篇担当）  虫明 基（教養篇担当） 
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平成24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 

  機関誌担当  尾内一信 西村泰光 

  講演会担当  園尾博司 西松伸一郎  瀧川奈義夫 

  会計担当 原田保  佐々木環 

          庶務担当 植村貞繁 藤井豊 

 監事（会計監査）         青木省三 五十嵐英哉 

 評議員 

学内（36名） 

伊東克能   石原克彦   植村貞繁    宇野昌明   尾内一信         大熊誠太郎    大槻剛巳      岡三喜男      勝山博信    

河本博文   栗林 太    佐々木環      杉原  尚   園尾博司     瀧川奈義夫    種本和雄    椿原彰夫         角田  司       

寺田喜平   通山 薫     富田正文    西松伸一郎  西村泰光     濱崎周次     原田  保    日野啓輔         平塚純一          

藤井  豊   藤本 亘    堀尾武史    益田芳樹       宮本 修      宗 友厚           虫明 基         山辻知樹      吉田 清  

学外（7名） 

石井鐐二  伊勢眞樹   今城吉成   梶谷喬   佐々木和信  田淵昭雄  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   （7名）       伊東克能 園尾博司  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  

                          益田芳樹（教養篇担当）  虫明 基（教養篇担当） 
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H23年度刊行状況 

  

巻・号 37巻1号 
37巻2号 

 （学術集会抄録集） 
37巻3号 37巻4号 

当該最終論文受理日 H23.4.8   H23.8.9 H23.10.24 

納品日 H23.7.8 H23.7末 H23.10.26 H23.12.28 

論文編数 和文 英文 和文 英文 和文 英文 和文 英文 

  総説 0 0     0 0 0 0 

  原著 3 4     2 1 5 0 

  症例報告 1 0     1 4 1 1 

  その他 0 0     0 0 0 0 

  計 8   8 7 

● 一般教養篇 37巻 12月27日 納品 
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H24年度の刊行状況 

  
H24.7.3
現在 

巻・号 38巻1号 
38巻2号     

（学術集会抄録集） 
38巻3号 38巻4号 

当該最終論文受理日 H24.3.17   H24.6.15 受理済原稿 査読中 

納品日 H24.6.6 H24.7末 H24.8月末   

論文編数 和文 英文 和文 英文 和文 英文 和文 英文 和文 英文 

  総説 0 0     0 0 0 0 0 0 

  原著 3 1     5 2 1 0 0 0 

  症例報告 0 1     2 0 1 0 0 1 

  その他 3※ 0     0 0 0 0 0 0 

  計 8   9 3 

現行状況 5月30日納品 初稿中 
山陽印刷提出前の 

校正中 
投稿待ち 

※ 最終講義原稿 

5 



回 日時 タイトル 講師 

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  
特任教授 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 

心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 
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  
准教授 宮原 勅治 

第211回           7月7日（木） 
16:00～16:4５ 

Newcastle 大学からの医学研修生による川崎医
大研修報告会 

Mr. Sam Sheppard, Mr. Thomas Fretwell 
and Mr. Richard Gentles 

平成23年度川崎医学会講演会開催一覧 
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回 日時 タイトル 講師 

第212回      7月12日（火） 
16:00～17:00 

2型糖尿病治療のすすめ方 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213回 7月22日（金） 
17:00～18:00 

THE(PRO)RENIN RECEPTOR AND ITS 
FUNCTION           

Director of Research at the French 
National Institute for  Health and Medical  
Research 
Dr. Genevieve Nguyen 

第214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
学分野東京医科歯科大学 GCOEプログラム  
教授 小川佳宏 

第215回 7月29日（金） 
16:00～17:00 

HIV－1研究の最前線－抗HIV－1宿主因子とウイル
ス蛋白の攻防－           

京都大学医学研究科 血液・腫瘍内科学 
教授 高折 晃史 

第216回 8月1日（月） 
15:00～16:00 

Two-photon imaging studies on the sieving of 
albumin by the kidney glomerulus 

Department of Cellular ＆ Integrative 
Physiology Indiana University School of 
Medicine 
Prof. Emeritus George A. Tanner 

第217回 8月26日（金） 
15:30～16:30 

転写とエピゲノムの共制御機構 東京大学分子細胞生物学研究所 
教授 加藤 茂明 

第218回 8月29日(月） 
16:00～17:00 

Clinical trial and experience of Botulinum toxin 
Injection in Korea to control spasticity in 
patients with cerebral palsy 

Department of Rehabilitation Medicine 
Seoul National University College of 
Medicine  
Moon Suk Bang, MD, PhD 

第219回  9月20日（火） 
14:00～15:00 

Treatment of the diseased kidney, Where are 
we today?; the role of statins? 

Chair of the Department of Clinical 
Pharmacology, University Medical Center 
Groningen, Groningen, the Netherlands 
Dick de Zeeuw, MD, PhD 

第220回 ９月30日（金） 
17:00～18:00 

ERASを目指した外科周術期管理のエビデンス：臨
床研究の面白さ 

高知大学医学部外科学講座外科1 
教授 花﨑 和弘 
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回 日時 タイトル 講師 

医学会賞受
賞講演会 

10月13日（木） 
総会終了後 

ラット急性心筋梗塞におけるサイモシンβ4プラス
ミドの心筋瘢痕化抑制降下に関連する検討 

機関紙論文賞受賞  
心臓血管外科学 
臨床助教 久保 裕司 

血管内皮細胞PDK1シグナルの糖脂質代謝、肥満形
成における生理的役割の解明 

機関紙論文賞受賞  
糖尿病・代謝・内分泌内科学  
臨床助教 俵本 和仁 

骨髄異形成症候群由来細胞株MDS-Lに対するレナ
リドミドの影響 

研究奨励賞受賞 
香川県立中央病院  
医師 松岡 亮仁 

第221回 10月25日（火） 
17:00～18:00 

ヒトゲノム・遺伝子解析研究と応用における生命
倫理-全ゲノムリシークエンス時代を迎えて- 

京都大学大学院法学研究科 
教授 位田 隆一 

第222回 11月14日（月） 
17:30～18:30 

重症患者の血糖管理 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 
麻酔・蘇生学講座 
助教 江木 盛時 

第223回 11月29日（火） 
17:00～18:00 

ミトコンドリア脳筋症とtRNAのタウリン修飾欠損 東京大学大学院工学系研究科  
教授 鈴木 勉 

第224回 12月7日（水） 
17:00～18:00 

Pathology in the US-米国での病理の実際- Department of Pathology, University of 
Vermont/Fletcher Allen Health Care 
教授 木田 正俊 

第225回 12月13日（火） 
16:00～17:00 

大脳皮質の局所神経回路 京都大学大学院医学研究科高次脳形態学 
教授 金子 武嗣 

第226回 1月18日（水） 
16:00～17:00 

老年病は胎生期から始まる-動物実験から臨床まで- 新潟大学大学院医歯学総合研究科 
特任教授 西村 宏子 

第227回 2月22日（水） 
16:30～17:30 

脳循環の形態 解剖学  
准教授 藤本 勝邦 

口腔癌の治療成績は向上したか 口腔外科学 
准教授 細田 超 

第228回 2月29日（水） 
16:00～17:00 

マウス海馬神経回路の非対称性 九州大学大学院理学研究院生物科学部門 
准教授 伊藤 功 

第229回 3月9日（金） 
17:00～18:00 

プロテオミクスを活用したHIV-1感染制御因子の探
索 

横浜市立大学医学部微生物学 
教授 梁 明秀 8 



平成24年度川崎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230回     4月11日（水） 
16:00～17:00 

網膜疾患研究の最新の話題 Division of Ocular Neurodegeneration, 
Institute for Ophthalmic Research, 
University of Tuebingen 
博士研究員 谷本 直之 

第231回         5月31日（木） 
17:00～18:00 

Animal models of neurodegenerative disorders 
in children 

ノースカロライナ大学神経病理学 
名誉教授 鈴木 衣子 

第232回 6月11日（月） 
18:30～19:30 

米国におけるSimulation教育の現状と日本におけ
る将来展望 

香川県立中央病院 消化器・一般外科 
医長 万代 康弘 

第233回    7月2日（月） 
17:00～18:00 

Angiogenesis and Lymphangiogenesis in 
Mouse Airways 

Research Specialist, Cardiovascular 
Research Institute, UCSF 
Peter Baluk, PhD 

第234回 ８月6日（月） 
17:30～18:00 

演題未定 ピッツバーグ大学 移植外科 
講師 原 秀孝 

第234回 9月27日（木） 
17:00～18:00 

演題未定 九州大学大学院病態修復内科学 
教授 赤司 浩一 

第235回 10月23日（火） 
17:00～18:00 

演題未定 イタリア ベローナ大学精神医学 
教授 Michele Tansella 

第236回 11月13日（火） 
16:30～17:30 

演題未定 Freiburg大学 前医学部長 Prof. Schoept 
トロント大学 伊藤教授 
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川崎医学会講演会 （平成２３年度） 

開催数    合計２８回 （第203回～第229回）   

   
 内訳 学外講師 ２１回（海外講師 ７回含む） 

     学内講師  ７回 
         （教授５回、准教授１回、川崎医学会賞1回）                
  
   参考： 平成２２年度  ２５回 
          ２１年度  １４回       
                 ２０年度  １６回 
 
 
＃平成２２年度から大学院生（１～２年生）の履修項目 
        ２年間で１０回以上（講演者１名につきレポート１件） 
        選択：１年生５名、２年生 ６名 
        順調に提出   
   

       



川崎医学会講演会（平成２４年度） 

開催および予定 （第230回～第236回:11/13）   

       合計９回 （４回＋５回） 

 

       内訳 学外講師 ８回 （海外講師 ６回含む） 

       学内講師 １回  (川崎医学会受賞) 



                          川崎医学会賞について 
  
 
 研究奨励賞：大学・研究委員会より 
 
   下田 将司先生 
     対象論文：The human glucagon-like peptide-1 analogue liraglutide preserves pancreatic beta 
        cells via regulation of cell kinetics and suppression of oxidative and  
                endoplasmic reticulum stress in a mouse model of diabetes.  
 
 
 
医学会誌論文賞：医学会・編集委員会より 
  
   濱本 純子先生  
   対象論文：DPP-IV 阻害薬 Vildagliptin による膵β細胞保護作用の分子機構の解明～2型糖尿病モデ 
        ルおよび非糖尿病コントロールマウスを用いた検討 
        川崎医学会誌 37 : 195-210, 2011 
          元・大学院生 生化学系分野 分子代謝内分泌学 
 
   池田 充典先生     
   対象論文：Characterization of the functional domains and quantification in the cells of a  
                steroid receptor-binding protein, SRB-RGS                            
                Kawasaki Medical Journal 37 : 43-55, 2011 
         元・生化学 講師 
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