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第１日目　　Ａ会場　　平成３０年８月４日 ( 土）

9:00 ～ 11:00

病態生理企画シンポジウム 『複眼的思考で循環にアプローチする』

座長 佐久間 康夫 （東京医療学院大学）

シンポ 01 「G 蛋白活性調節因子による病態制御機構」

佐藤 元彦、 Md. Junayed Nayeem、 山村 彩、 林 寿来 （愛知医科大学）

シンポ 02 「循環医学に関連したニューロパチーの病態生理」

三五 一憲 （東京都医学総合研究所）

シンポ 03 「血管構造を作り出す細胞動態のロジック」

栗原 裕基、 和田 洋一郎、 時弘 哲治 （東京大学）

シンポ 04 「心臓非神経性 ACh 産生システムの臓器間クロストークとその生理機能学的意味」

柿沼 由彦 （日本医科大学）

11:05 ～ 12:10

一般口演２　『脳 ・ 神経１』

座長 和田 圭司 （国立精神 ・ 神経医療研究センター）

一般 05 「ラットの脳における Smad の分布と活性について」

中島 崇行、 近藤 友宏 （大阪府立大学）

一般 06 「成熟ラット脊髄第 II 層ニューロンの興奮性および抑制性のシナプス伝達に及ぼす

オレキシン A およびオレキシン B の作用」

王 翀、 藤田 亜美、 熊本 栄一 （佐賀大学）

一般 07 「ラット脳梗塞モデルにおける活性化および静止型マイクログリアと骨髄由来マクロ

ファージの差異について」

松本 調、武田 遥奈、阿部 直樹、藤田 滉大、EM チョードリ、田中 潤也、渡邉 英昭、

國枝 武治 （愛媛大学）

一般 08 「骨格筋ホルモンによる自律神経調節」

谷田 守、 九田 裕一、 倉田 康孝、 芝本 利重 （金沢医科大学）

一般 09 「Food intake facilitates the brain plasticity」

大村 裕 （九州大学）
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12:15 ～ 13:15

ランチタイムセミナー （フィリップス ・ レスピロニクス合同会社）

座長 岡田 隆夫 （順天堂大学）

「頻脈、 高血圧、 糖尿病発症の基礎病態としての睡眠時無呼吸症候群」

演者 田中 俊一 （みなとみらいクリニック）

13:20 ～ 14:35

ビジョナリーシンポジウム

座長 井福 正隆 （武田薬品工業）

「質量分析法に基づくプロテオミクス解析」

演者 今見 考志 （京都大学）

14:40 ～ 15:45

一般口演３　『心臓 ・ 循環』

座長 栗原 敏 （東京慈恵会医科大学）

一般 10 「抗ヘルペス剤ビダラビンによる酸化ストレスの低減を介した不整脈抑制作用」

吹田 憲治、 奥村 敏、 石川 義弘 （鶴見大学、 横浜市立大学）

一般 11 「hERG チャネルの環状ヌクレオチド結合相同ドメインに存在する Phe860 の役割の解析」

粂 慎一郎、 久保 義弘 （大分大学、 生理学研究所、 総合研究大学院大学）

「心筋梗塞モデルマウス作成時の癒着発生に関する検討」

一般 12 千葉 由美、 塩田 悠実、 豊田 雅士、 石田 治、 木下 学

（横浜市立大学、 横浜市民病院、 東京都健康長寿医療センター研究所、 防衛医科

大学校）

一般 13 「アナフィラキシー低血圧時の胃の循環と収縮機能及び胃自律神経系の解析」

九田 裕一、 芝本 利重、 谷田 守、 倉田 康孝 （金沢医科大学）

一般 14 「妊娠高血圧腎症および胎児発育不全の胎盤における脂肪酸輸送蛋白に関する研究」

柴田 英治、 森 博士、 荒牧 聡、 櫻木 俊秀、 網本 頌子、 金城 泰幸、 岡部 佳介、

David Askew、 吉野 潔 （産業医科大学）
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15 ： 50 ～ 16 ： 50

奨励賞候補口演

座長 小野 克重 （大分大学）

奨励 01 「肥満が糸球体の炎症とアルブミン尿に及ぼす影響について」

安澤 俊紀、 美馬 晶、 上嶋 繁 （近畿大学）

奨励 02 「ラットのモノアミン関連神経核による脊髄排便中枢を介した大腸運動制御」

中森 裕之、 内藤 清惟、 堀井 和広、 椎名 貴彦、 志水 泰武

（岐阜大学、 名古屋市立大学）

奨励 03 「浸潤マクロファージと活性化マイクログリアの病態生理学的役割の違い ：

ラット脳外傷モデルを用いた解析」

阿部 尚紀　田中 潤也　萬家 俊博 （愛媛大学）

奨励 04 「オートファジー抑制蛋白質 Rubicon の発現抑制はポリグルタミン病モデル

ショウジョウバエの神経症状を改善させる」

大場 柾樹、 永井 義隆、 福井 浩二、 三五 一憲、 鈴木 マリ

（東京都医学総合研究所、 芝浦工業大学、 大阪大学）

16:55 ～ 17:55

特別講演

座長 森田 啓之 （岐阜大学）

「自然リンパ球と炎症」

演者 小安 重夫 （理化学研究所）

18:00 ～ 18:15

教育講演

座長 横山 詩子、 齋藤 純一 （横浜市立大学）

「こどもの不整脈に携わり 50 年」

演者 新村 一郎 （新村医院）

18:20 ～ 18:50

イブニングセミナー

座長 藤田 孝之 （横浜市立大学）

「インドスパイスを科学する！」

演者 1. 石川 義弘 （横浜市立大学）

「スパイスカレーのゴールデンルール」

演者 2. 水野 仁輔 （カレー研究家）


