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会 長：笹野 公伸 
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         病理病態学講座 病理診断学分野 教授 
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第 29 回内分泌代謝学サマーセミナー プログラム委員 

 

 

 

	 委員長 笹野	 公伸 東北大学大学院医学系研究科	 病理診断学分野 

委 員 林	 	 慎一 東北大学大学院医学系研究科	 分子機能解析学分野 

委 員 高橋	 和広 東北大学大学院医学系研究科	 内分泌応用医科学分野 

委 員 鈴木	 	 貴 東北大学大学院医学系研究科	 病理検査学分野 

委 員 佐藤	 文俊 東北大学病院	 腎・高血圧・内分泌科 

委 員 中村	 保宏 東北大学大学院医学系研究科	 病理診断学分野 

委 員 三木	 康宏 東北大学歯学部	 口腔病理学分野 

委 員 小野	 克彦 東北大学大学院医学系研究科	 病理診断学分野 

委 員 飯田	 慎也	 東北大学大学院医学系研究科	 病理診断学分野	 

委 員 久田	 	 茂	 あすか製薬株式会社	 研究開発本部	 開発研究センター	 

委 員 長崎	 修治	 あすか製薬株式会社	 研究開発本部	 開発研究センター	 
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ご挨拶 

 

 去る3月11日に発生した東日本大地震で激しい揺れに遭われたり、また仙台平野も含めまして恐ろしい津

波に襲われ甚大な被害を受けられた方々に心からのお見舞いを申し上げますとともに犠牲になられた

方々とご遺族の皆様方に対し、深くお悔やみを申し上げます。 

 今回の第２９回内分泌代謝学サマーセミナーの事務局がございます東北大学病理部、病理診断学分野

では４月７日深夜に仙台を中心に襲いました震度６の余震の影響も加わりまして物的損害は貴重な過去の

ガラス標本を中心に科学的にとりかえしのつかないものも含めて甚大なものがありました。 しかし幸い人的

被害はございませんでした。たいへんな事態ではございますが、教室員一同心を合わせて一日も早い東

北地域全体の復興に向かって励んでおります。こうした中で第２９回内分泌代謝サマーセミナーを行うべき

かどうかに関して色々と悩まされました。 しかし本シンポジウムをここ仙台で大震災後４ヶ月を過ぎた時点で

開催させていただく事で、未曾有の甚大な大津波被害を受けました宮城県、仙台市の復興に向けて少し

でも役に立てればという大津波の被災者も含めます教室員一同の気持ちでここに開催させていただく事に

致します。 

 今回の内分泌代謝サマーセミナーは特別講演を含めまして内分泌学の基礎研究者及び臨床研究者が知

っておくべき種々の最近の内分泌学の進歩に関して発表を行っていただきます。 更に上述の３／１１の大

震災に際しまして東北大学医学系研究科がどのような状況に陥りどのように克服をしていたのかという事を、

近い将来に必発するとも考えられている南海、東海連結地震等の大震災を被る地域の研究室の対策に役

立つよう黒澤先生、笠井先生にご講演を賜る事になりました。 又長崎大学の山下先生からは東日本大震

災に伴い発生しました福島原発の問題に関連しました放射線災害を基礎医学的な立場からお話をいただ

くような企画を立てさせていただきました。更に今回は内分泌代謝学の研究に従事する若手研究者を少し

でもencourageする目的から一般演題で該当する発表者の中から基礎、臨床双方の領域で最優秀演題賞

を１名づつ、優秀演題賞を数名程林慎一教授以下の選考委員に選出致します。そして７月８日の山田教

授のご講演終了後に表彰式を行わさせていただく企画も立案させていただいております。 

 是非戦後で日本最大の未曾有の大災害を被った仙台市、宮城県の復興の為にも７月７日日本全国から

一人でも多くの参加者があります事を我々一同切に願っております。 又最後にはなりましたが、東日本大

震災で自身の実験室、医局、研究室等甚大な被害を被ったにも関わらず今回のサマーセミナーの計画、

実施に多大なる貢献をして下さった東北大学とあすか製薬のプログラム委員の諸先生方、自身が津波によ

る多大なる被害を被った石巻市で被災したにも関わらず間断なく事務局を一人で切り盛りしてくれた佐取

涼子にここに感謝の意を示させていただきます。 

 

第２９回内分泌代謝学サマーセミナー 

会長   笹野 公伸 

(東北大学大学院医学系研究科医化学専攻 

 病理病態学講座病理診断学分野) 
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学会参加者へのご案内 

 

１．	 参加受付会場及び時間 

 

 

 

 

 

 

※３日目は受付会場が異なりますのでご注意下さい。 

 

２．	 学会参加費 

参加費(事前・当日登録共通)   

 一般会員 学生会員 非会員 
シンポジウム(7/7、8)及び 

スライドセミナー(7/9) 

※	 スライドセミナーハンドアウト 
標本代を含む 

２３，０００円 ２０，０００円 ２５，０００円 

シンポジウム(7/7、8)のみ ８，０００円 ５，０００円 １０，０００円 

スライドセミナーのみ １８，０００円 

 

３．	 内分泌学会 専門単位取得について 

内分泌代謝科専門医資格をお持ちの方は、日本内分泌学会の「認定更新研修単位登録票」(5 単位) 

が交付されますので、必要な方は受付までお申し出ください。登録票は必ず会期中にご提出くださ

い。 

なお、代理の方による提出、学会終了後の提出は受付けいたしませんのでご注意ください。 

 

４．	 モーニングセッション 

２日目のモーニングセッションは軽食をご用意しております。 

 

５．	 ランチョンセミナー・イブニングセミナー 

ランチョンセミナー・イブニングセミナーはお弁当をご用意しております。 

 

６．	 スライドセミナー時の昼食 

スライドセミナー時の昼食はお弁当をご用意しております。 

日 時 場 所 時 間 

７月７日 艮陵会館 記念ホール前 ８：００~２０：００ 

７月８日 艮陵会館 記念ホール前 ９：００~１９：４５ 

７月９日 東北大学医学部顕微鏡実習室 入口 ８：００~１７：３０ 
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講演・発表に関するお願い 

	 

１．	 言語	 

	 	 	 日本語もしくは英語にて発表をお願いいたします。	 

	 

２．	 座長の先生へ	 

	 	 	 担当されるセッション開始前には座長席へお越し下さい	 

	 

３．	 口演発表の先生方へ	 

	 	 会場：艮陵会館	 記念ホール	 

	 	 PC 受付：艮陵会館記念ホール前	 

	 	 スライド受付は発表の 30 分前までに済ませ、動作を確認してください。	 

	 	 発表データは下記の方法にてお持ちください。	 

	 Windows	 Macintosh	 

メディア持込	 

(USB メモリ／CD-R)	 
○	 ×	 

PC 本体持込	 ○	 ○	 

OS	 WindowsXP もしくは Vista	 	 

データ形式	 PowerPointo2000 以降	 	 

＜PC 本体持込の注意点＞	 

・	 Mac の持込の場合は変換コネクタをご持参ください。	 

・	 パスワード設定、スクリーンセイバー、省電力設定は予め解除をお願いいたします。	 

	 

※お預かりしましたデータは会期終了後、事務局で責任を持って消去いたします。	 

	 

	 

４．	 ポスター発表の先生へ	 

	 ポスター会場：艮陵会館	 １階	 ラウンジ	 

	 貼 付 時 間：7 月 7 日	 10：00~12：00	 

	 発 表：7 月 8 日	 15：55～18：25	 

	 撤 去 時 間：7 月 8 日	 18：25～18：40	 

	 パネルサイズ：W90cm×H210cm	 

	 	 ・演題番号は事務局で用意しております。	 

	 	 ・ポスターはポスター受付(艮陵会館２階)にご用意いたします画鋲にて貼付けてくだ

さい。	 

※撤去時間を過ぎても撤去されなかった展示物は、事務局にて廃棄いたしますので	 

予めご了承ください。	 
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会場のご案内 

 

○	 シンポジウム（7 月 7 日、8 日） 

   会場：艮陵会館 

○	 スライドセミナー（7 月 9 日） 

   会場：東北大学医学部顕微鏡実習室 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

○	 	 

	 

	 

	 

 
	 

	 

＜艮陵会館＞	 

〒980-0873	 

宮城県仙台市青葉区広瀬町 3-34	 

TEL：022-227-2721	 

＜交通アクセス＞	 
○仙台市営バス 
	 JR仙台駅西口バスプール発	 10、15、16番のりば 
	 「大学病院経由」または「交通局大学病院前」行き乗車 
	 「大学病院前」下車（約 20分、180円） 
○仙台市営地下鉄 
	 泉中央方面行きに乗車「北四番丁駅」にて下車（約 5分、200円） 
	 北 2出口より、徒歩 15分 
○タクシー 
	 JR仙台駅タクシープールより（約 10分、1,300円前後） 
 
※ 各所要時間は交通状況により異なります。	 

	 

＜東北大学医学部＞	 

〒980－8575	 

宮城県仙台市青葉区星陵町 2－1	 
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会場案内図 

	 

＜シンポジウム会場＞	 

艮陵会館	 	 
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＜スライドセミナー会場＞	 

会 場：東北大学医学部１号館１階	 顕微鏡実習室	 

昼食会場：星陵会館２階  第１集会室／第２集会室 
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タイムテーブル 
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７月７日（木）  シンポジウム １日目 

 
プログラム 

開会の辞（13：55） 

 

10：20~11：50    セッション １ 「基礎研究者が知っておくべき最近の臨床内分泌の進歩(その１)」 

 座長  佐藤 文俊 （東北大学病院腎高血圧内分泌科） 

      橋本 重厚 （福島県立医科大学附属病院安全管理部／腎臓高血圧・糖尿病内分泌代謝内科学講座） 
  
 10:20~10:50  ＳＹ１-１) 「内分泌学と環境医学との接点」 

ＪＲ仙台病院 健康管理センター 

森  弘毅 
 

 10:50~11:20  ＳＹ１-２）「副腎静脈採血法を駆使した副腎皮質疾患の診断と治療」 

横浜労災病院 内分泌・糖尿病センター 

大村 昌夫 
 
 11:20~11:50  ＳＹ１-３）「骨粗鬆症の診断と治療 update」 

独立行政法人国立長寿医療研究センター 

臨床研究推進部 

細井 孝之 

 
11：50~12：00  休憩 

 

12：00~13：00   Sponsored Lecture １ 

 座長  伊藤   裕 （慶應義塾大学医学部内科学教室腎臓内分泌代謝内科） 
  
 「インスリン様成長因子とインスリンの単独プレイと連携プレイ」 
 

東京大学大学院農学生命科学研究科応用動物科学専攻 

・応用生命化学専攻動物細胞制御学研究室 

高橋伸一郎 

  

共催：ノボ ノルディスク ファーマ株式会社 

 
13：00~13：05  休憩 
 
12：00~13：00    特別講演 1 

 座長  柴原 茂樹 （東北大学大学院医学系研究科細胞生物学 分子生物学分野） 
 
 「内分泌学の研究論文とジャーナル戦略  Endocrine Journal の編集から見えること見えたこと」 
 

群馬大学 生体調節研究所 

小島 至 
  
13：00~13：05  休憩 
 
14：10~16：10    第 7 回内分泌学会若手研究発表 
 
 YEC１） 座長  田中 知明 （千葉大学大学院医学研究院 細胞治療内科学 内分泌・代謝・血液内科） 
    
     「肥満に合併するうつ病態-中枢神経系におけるレプチン作用の減弱」 

     京都大学大学院医学研究科 内分泌代謝内科 

後藤（山田）伸子 
 
 YEC２） 座長  大塚 文男 （岡山大学病院内分泌センター） 
    
     「卵巣内分泌調節におけるBMPの役割と生殖表現型への影響」 

 岡山大学大学院医歯学総合研究科 

腎・免疫・内分泌代謝内科学 

稲垣 兼一  
 
 YEC３） 座長  田中 智洋 （財団法人先端医療振興財団 先端医療センター医薬品開発研究グループ） 
   
     「糖尿病が脳コレステロール代謝に与える影響」 

 東京大学大学院医学系研究科 糖尿病・代謝内科 

鈴木  亮 
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７月７日（木）  シンポジウム １日目 

 
プログラム 

  YEC４） 座長  竹田  秀 （慶応義塾大学医学部内科学教室 腎臓内分泌代謝内科） 
    
     「幹細胞からのステロイドホルモン産生細胞の作製」 

福井大学医学部医学科生命情報医科学講座 

分子生体情報学領域 

矢澤 隆志 
 
  YEC５ ＜教育講演＞ 

    座長  森  昌朋 （群馬大学大学院医学系研究科病態制御内科） 
   
   「ミネラルコルチコイド受容体と高血圧」 

 YECsenior 

慶応義塾大学医学部内科学教室 腎臓内分泌代謝内科 

柴田 洋孝 
 
16：10~16：15  休憩 
 
16：15~17：45    セッション ２ 「臨床医が知っておくべき最近の基礎内分泌学の進歩(その１)」 

 座長 林  慎一 （東北大学大学院医学系研究科分子機能解析学分野） 

     大門  眞 （山形大学大学院医学系研究科 内科学第三） 
 

 16:15~16:45  ＳＹ２-１） 「核内受容体スーパーファミリーとオーファン核内受容体－SXR/PXR と ERR を例にして」 

東京大学大学院医学系研究科抗加齢医学講座／ 

埼玉医科大学ゲノム医学研究センター遺伝子情報制御部門             

井上  聡 
 
 16:45~17:15  ＳＹ２-２） 「PPARγとレチノイド受容体：臨床に還元できる基礎研究を目指して」 

東北大学大学院医学系研究科 病態検査学分野 

菅原  明 
 
 17:15~17:45  ＳＹ２-３） 「オミックス解析による天然・人工化合物のエストロゲン活性評価」 

独立行政法人産業技術総合研究所 バイオメディカル研究部門 

シグナル分 子研究グループ 

木山 亮一 
 
17：45~17：50  休憩 
 
17：50~18：50   特別講演 ２ 

 座長 小川 佳宏 （東京医科歯科大学難治疾患研究所 分子代謝医学分野） 
  
 「Metabolic Information Highways ～神経ネットワークによる個体レベルでの代謝調節機構～」 
 

東北大学大学院医学系研究科代謝疾患医学コアセンター 

／東北大学病院 糖尿病代謝科 

片桐 秀樹 

 

18：50~19：00  休憩 

 

19：00~21：00    Sponsored Lecture 2 

 座長 須田 俊宏 （弘前大学大学院医学研究科 内分泌代謝内科学講座） 
 
 19：00～20：00  ＳＬ２-１） ｢ソマトスタチンアナログと下垂体腫瘍：ソマトスタチン受容体サブタイプの役割｣ 
 

独立行政法人国立病院機構京都医療センター 

臨床研究センター 

島津  章 
 
 20：00～21：00  ＳＬ２-２） ｢膵・消化管神経内分泌細胞のホルモン分泌調節とソマトスタチンの抑制作用｣ 
 

東京大学医学部 腎臓･内分泌内科 

高野 幸路  

 

共催：ノバルティス ファーマ株式会社 
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７月８日（金）  シンポジウム ２日目 

 
プログラム 

 

08：15~9：45    セッション ３：モーニングセッション「基礎研究者が知っておくべき最近の臨床内分泌の進歩(その２)」 

 座長 鈴木  貴  （東北大学大学院医学系研究科病理検査学分野） 

     緑川 早苗 （福島県立医科大学附属病院 糖尿病内分泌代謝内科） 
 
 08:15~08:45  ＳＹ３-１） 「骨と性ホルモン」 

東北大学大学院歯学研究科口腔病理学分野 

三木 康宏 
 
 08:45~09:15  ＳＹ３-２） 「視床下部―下垂体―副腎系疾患の病態解明における corticotropin-releasing 

factor (CRF) 統御機構の分子生物学的検討とその臨床的意義について」 

弘前大学大学院医学研究科 内分泌代謝内科学講座 

蔭山 和則 
 
 09:15~09:45  ＳＹ３-３） 「肺高血圧症病態のパラダイムシフト－循環内分泌疾患から腫瘍性増殖疾患へ－」 

神戸薬科大学臨床薬学講座／ 

神戸大学大学院医学研究科循環器内科学分野 

江本 憲昭 
 
 
9：45~9：50  休憩 
 
09：50~11：50    セッション ４「臨床医が知っておくべき最近の基礎内分泌学の進歩(その２)」 

 座長 高橋 和広 （東北大学大学院医学系研究科内分泌応用医科学分野） 

     中村 元行 （岩手医科大学医学部内科学講座 循環器・腎・内分泌内科分野） 
 
 09:50~10:20  ＳＹ４-１） 「レニン・アンジオテンシン系と甲状腺機能・造血」 

東北大学大学院薬学研究科 臨床薬学分野 

高橋 信行 
 
 10:20~10:50  ＳＹ４-２） 「プロレニンと(プロ)レニン受容体」 

東京女子医科大学内科学（第二）講座 

市原 淳弘 
 
 10:50~11:20  ＳＹ４-３） 「エリスロポエチン受容体と循環器疾患」 

東北大学病院卒後研修センター 

加賀谷 豊 
 
 11:20~11:50   ＳＹ４-４） 「Unbalanced AR signaling in the PEARKO (prostate epithelial  

AR knock-out) mouse:a model of early stage human prostate malignancy」 

Andrology, ANZAC Research Institute,  

University of Sydney 

Keely May McNamara 
 
 
11：50~12：00  休憩 
 
12：00~13：00    Sponsored Lecture 3 

 座長 伊藤 貞嘉 （東北大学大学院医学系研究科 腎・高血圧・内分泌学分野） 
 
 「病態メカニズムから考えた MR ブロックの重要性」 
 

香川大学医学部薬理学研究科 

西山  成 

  

共催：ファイザー株式会社 
 
 

13：00~13：10  休憩 
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７月８日（金）  シンポジウム ２日目 

 
プログラム 

 

13：10~15：45    特別企画「来るべき大震災への研究室の備えー東日本大震災から得た教訓―」 

 座長 笹野 公伸 （東北大学大学院医学系研究科病理診断学分野／東北大学病院 病理部） 
  
 13：10~13：55 「来るべき大震災への研究室の備え―東日本大震災から得た教訓―」 

東北大学 環境・安全推進センター／ 

東北大学大学院 医学系研究科 産業医学分野 

黒澤  一 

  

 座長 久田  茂 （あすか製薬株式会社 研究開発本部 開発研究センター） 
 
 13：55~14：45 「3.11東日本大震災における動物実験施設の被災状況と対応」 

東北大学動物実験センター／ 

東北大学大学院医学系研究科 附属動物実験施設 

笠井 憲雪 
           
 14：45~14：55  休憩 
 

 座長 海瀬 和郎（独立行政法人国立病院機構 仙台医療センター 総合診療科） 
 

 14：55~15：45 「放射線誘発がん研究の現状と課題；チェルノブイリの教訓から福島原発事故を考える」 

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 

原爆後障害医療研究施設分子医療部門 分子診断分野 

山下 俊一 
 
15：45~15：55  休憩 
 
15：55~18：25    一般演題 ポスター発表 
 
18:25~18:40  ポスター撤去 
 
18:40~18：45  休憩 
 
18：45~19：45    Sponsored Lecture４ 

 座長 佐藤  譲 （岩手医科大学 内科学講座 糖尿病･代謝内科分野） 
 

 「インクレチンー基礎研究から臨床への展開」 
 

秋田大学大学院医学系研究科 

内分泌・代謝・老年内科学 

山田 祐一郎 

  

共催：日本イーライリリー株式会社 
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７月９日（土）  スライドセミナー  

 
プログラム 

 
8：30~17：55    スライドセミナー 

            「実験動物とヒトにおける内分泌疾患の病理組織所見の類似点と相違点： 

             げっ歯類での内分泌臓器の病理所見はヒト内分泌疾患にどこまでせまれるか？」 

 座長 長村 義之 （国際医療福祉大学大学院／国際医療福祉大学三田病院 病理診断センター） 

     笹野 公伸 （東北大学大学院医学系研究科病理診断学分野／東北大学病院 病理部） 

共催：日本毒性病理学会 

 
 
08：30~10：30    検鏡１ 「副腎」 

   

  笹野 公伸 （東北大学大学院医学系研究科病理診断学分野／東北大学病院 病理部） 

 

 

10：30~10：40  休憩 

 

10：40~12：40    検鏡２ 「下垂体」 

 

  長村 義之 （国際医療福祉大学大学院／国際医療福祉大学三田病院 病理診断センター） 

 

 

12：40~13：40  昼食 

 

13：40~15：40    検鏡３ 「甲状腺」 

 

  加藤 良平 （山梨大学医学工学総合研究部  人体病理学講座） 

 

 

15：40~15：55  休憩 

 

15：55~17：55    検鏡４ 「糖尿病」 

 

  八木橋 操六（弘前大学大学院医学研究科 分子病態病理学講座） 

 

 

17：55  閉会の挨拶 


