
平成 23年４月 26日現在 
 

第 29 回内分泌代謝学サマーセミナー プログラム（予定） 
 

                           主催：日本内分泌学会 
共催：NPO法人東北内分泌研究会 

７月７日（木） 
開会の挨拶（10：15） 笹野 公伸 
セッション１(10：20～11：50)  「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  森 弘毅  （ＪＲ仙台病院 健康管理センター） 

「内分泌学と環境医学との接点」 
 10:50～11:20  大村 昌夫 （横浜労災病院 総合診療部 内分泌代謝内科） 

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

「骨粗鬆症の診断と治療 update」 
休憩（11：50～12：00） 
Sponsored Lecture１(12：00～13：00) 
 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） 
 演者：高橋伸一郎（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） 
 「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」 

共催：ノボ ノルディスク ファーマ株式会社 
休憩（13：00～13：05） 
特別講演１（13：05～14：05） 
 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） 
 演者：小島 至 （群馬大学 生体調節研究所） 
 「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」 
休憩（14：05～14：10） 
第 7 回内分泌学会若手研究発表（14：10～16：10） 
１）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） 
  演者：後藤（山田）伸子（京都大学大学院医学研究科 内分泌代謝内科） 
  「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」  
２）座長：大塚文男（岡山大学病院内分泌センター） 
  演者：稲垣兼一（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） 
  「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」  
３）座長：田中智洋（京都大学大学院医学研究科 腫瘍生物学講座） 
  演者：鈴木 亮（東京大学大学院医学系研究科 糖尿病・代謝内科） 
  「糖尿病が脳コレステロール代謝に与える影響」  
４）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） 
  演者：矢澤隆志（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） 
  「幹細胞からのステロイドホルモン産生細胞の作製」  
５）＜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） 
  演者：柴田洋孝（YECsenior, 慶応義塾大学医学部内科学教室 腎臓内分泌代謝内科） 
  「ミネラルコルチコイド受容体と高血圧」 
休憩（16：10～16：15） 
セッション２（16：15～17：45） 「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  井上 聡  （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） 

「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」 
 16:45～17:15  菅原 明  （宮城県立がんセンター 糖尿病・内分泌代謝科） 

「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」 
 17:15～17:45  木山 亮一 （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） 

「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」 
休憩（17：45～17：50） 
特別講演２（17：50～18：50） 
 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） 
 演者：片桐 秀樹 （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） 
 「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～」 
休憩（18：50～19：00） 
Sponsored Lecture２（19：00～21：00） 
 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  島津 章 （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） 

「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」 
 20:00～21:00  高野 幸路（東京大学医学部 腎臓・内分泌内科） 

「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」 
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） 
セッション３：モーニングセッション（8：15～9：45）「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（福島県立医科大学内科学第三講座 糖尿病内分泌代謝内科） 
 08:15～08:45  三木 康宏（東北大学大学院歯学研究科口腔病理学分野） 

「骨と性ホルモン」 
 08:45～09:15  蔭山 和則（弘前大学大学院医学研究科 内分泌代謝内科学講座） 

「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」 

 09:15～09:45  江本 憲昭（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） 
「肺高血圧症病態のパラダイムシフトー循環内分泌疾患から腫瘍性増殖疾患へー」 

休憩（9：45～9：50） 
セッション 4（9：50～11：50） 「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  高橋 信行（東北大学大学院薬学研究科臨床薬学分野） 

「レニン・アンジオテンシン系と甲状腺機能・造血」 
 10:20～10:50  市原 淳弘（東京女子医科大学内科学（第二）講座） 

「プロレニンと(プロ)レニン受容体」 
 10:50～11:20  加賀谷 豊（東北大学病院卒後研修センター） 

「エリスロポエチン受容体と循環器疾患」 
 11:20～11:50  Keely May McNamara（Andrology, ANZAC Research Institute, University of Sydney） 

   「Unbalanced AR signaling in the PEARKO (prostate epithelial AR knock-out) mouse:a 
model of early stage human prostate malignancy」 

休憩（11：50～12：00） 
Sponsored Lecture3（12：00～13：00） 
 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） 
 演者：西山 成（香川大学医学部薬理学研究科） 
 「病態メカニズムから考えたMRブロックの重要性」 

共催：ファイザー株式会社 
休憩（13：00～13：10） 
特別企画（13：10～15：45）「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 黒澤 一（東北大学環境・安全推進センター／東北大学産業医学分野） 
          「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―」 
 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 安全性研究部） 
 13：55～14：45 笠井 憲雪（東北大学大学院医学系研究科附属動物実験施設） 
          「東日本大震災における動物施設の被害状況と対応」 
休憩（14：45～14：55） 
 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 山下 俊一（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） 
          「放射線の人体影響；広島・長崎・チェルノブイリの教訓から福島原発事故へ」 
休憩（15：45～15：55） 
ポスター発表（15：55～18：25） 
ポスター撤去（18:25～18:40） 
休憩（18:40～18：45） 
Sponsored Lecture４（18：45～19：45） 
 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） 
 演者：山田 祐一郎（秋田大学医学部内科学講座内分泌・代謝・老年医学分野） 
 「インクレチンー基礎研究から臨床への展開」 

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 （8：30～17：55）(東北大学医学部顕微鏡実習室) 
「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 
検鏡１（08：30～10：30） 「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） 
休憩（10：30～10：40） 
検鏡２（10：40～12：40） 「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） 
昼食（12：40～13：40） 
検鏡３（13：40～15：40） 「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） 
休憩（15：40～15：55） 
検鏡４（15：55～17：55） 「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） 
閉会の挨拶（17：55） 笹野 公伸 
 


