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３. 研究会の開催 

 

第８４回学術講演会・第８回医学研究所発表会 

日  時：2009年7月25日（土）13:30～ 

場  所：きたのホール 

総合司会：医学研究所 副所長(腎臓内科部長)  武曾 惠理  

学術講演 

「樹状細胞研究の同行・展望と臨床応用への課題」    

京都大学大学院生命科学研究科 高次生命科学専攻 

                体制制御学講座 生体応答学分野 教授  稲葉 カヨ 先生 

研究発表： 

第１研究部  座長  乳腺外科部長  稲本 俊 

「胆管癌におけるMcl-1の発現の検討」          消化器センター外科系副部長  橋田 裕毅 

第２研究部  座長  血液内科部長  有馬靖佳 

「カルベジロールは、運動療法施行者の運動耐容能をさらに改善させうる」 

 心臓センター副部長  中根 英策 

第３研究部  座長  糖尿病内分泌センター長   越山裕行 

「糖尿病患者における無症候性冠動脈疾患のｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ方法の検討」  

 糖尿病内分泌センター副部長 河崎 祐貴子 

第４研究部  座長  皮膚科部長  戸田 憲一 

「強皮症の経過中にみられたacquired IgA deficiencyに関する考察」  

                                 リウマチ膠原病内科部長 八木田 正人 

第５研究部  座長  耳鼻咽喉科・頭頸部長  金丸 眞一 

「全身麻酔手術後における滲出性中耳炎の発症」       耳鼻咽喉科･頭頸部外科医員  金井 理絵 

第６研究部  座長  産婦人科部長  古山 将康 

「腹腔鏡下幽門筋切開術ーその術式の変遷とその役割」  

                                                  小児外科科長 佐藤 正人 

第８研究部  座長  健診部長  中村 肇 

「新臨床研修精度試行前後の研修医の医療の質の経時的変化」  

                                               健診部副部長  小崎 真規子 

第９研究部  座長  薬剤部長  國正 淳一 

「ＨＩＶ 陽性バーキットチンパ腫患者に対するコンピュータシステムを使用した安全管理」  

                                            薬剤部 伊東 祐喜子 

第１０研究部  座長  看護部長  松月 みどり 

「急性期病院で実践できる救急救命士の役割の検討」  

                                     救急部主任看護師  柴原 三枝子 

総合討論及び研究発表へのコメント： 

    京都大学大学院生命科学研究科 高次生命科学専攻 

        体制制御学講座 生体応答学分野 教授             稲葉 カヨ 先生 

京都大学 物質ー細胞統合システム拠点  iPS細胞研究センター 特任講師 

    科学技術振興機構さきがけ研究員                   長船 健二先生 

千葉大学大学院医学研究院 免疫発生学･炎症制御学 特任教授 

（財）田附興風会医学研究所  研究顧問                  鈴木 和男 先生 

（財）田附興風会医学研究所  所長代理                               内山 卓 
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第９回小児免疫・アレルギー研究会 

日  時：2010年2月6日（土）16:00～18:50 

場  所：エコルテホール （阪急電鉄本社ビル １階） 

一般講演： 

座長  島根県立中央病院 小児科  浅井 康一 先生 

① 新型インフルエンザによる急性呼吸不全における喘息の関与について －当院入院例での検討－ 
   神戸市立医療センター中央市民病院 小児科  
    田村 卓也 先生、岡藤 郁夫 先生、田中 麻希子 先生、米本 大貴 先生、廣田 篤史 先生、 

 吉田 健司 先生、宮越 千智 先生、岸本 健治 先生、清水 滋太 先生、田場 隆介 先生、 
 宇佐 美郁哉 先生、山川 勝 先生、冨田 安彦 先生、春田 恒和 先生 

②  急性膵炎と高ＴＧ血症にて発症し後にＳＬＥと診断し得た１例 
  大阪赤十字病院 小児科 
竹川 麻衣 先生、 住本 真一 先生、 肥田 晋矢 先生、 田中 司 先生、 小林 俊恵 先生、 越

智 聡史 先生、 野村 安隆 先生、 田中 晴樹 先生 

③ NEMO 異常をFACS により早期診断し追跡しえた色素失調症の新生児例 
日本赤十字社和歌山医療センター小児科 1)  京都大学医学部発達小児科学 2)  
内尾 寛子 先生 1)、 額田 貴之 先生 1)、 井庭 憲人 1) 先生、 深尾 大輔 先生 1)、  橋本 有

紀子 先生 1)、  田部 有香 先生 1)、  井上 美保子 先生 1)、  濱畑 啓悟 先生 1)、  吉田 晃 
先生 1)、  百井 亨 先生 1)、  河合 朋樹 先生 2)、  西小森 隆太 先生 2) 

④ 骨髄移植により治療したChediak-Higashi 症候群の 1 例 
静岡県立こども病院感染免疫アレルギー科 1) 同血液腫瘍科 2) 山梨大学大学院医学工学総合研究部

基礎・臨床看護学講座人間科学領域 3) 
王 茂治 先生 1)、西庄 佐恵 先生 1)、田口 智英 先生 1)、木村 光明 先生 1)、坂口 公祥 先生 2)、 

堀越 泰雄 先生 2)、工藤 寿子 先生 2)、田辺 文憲 先生 3) 
座長  愛仁会高槻病院 小児科  西野 昌光 先生 

⑤ 間質性肺炎、慢性肝炎で発症したAicaridi-Goutieres 症候群の疑診例 
  福井大学医学部病態制御医学講座 小児科 
  河北 亜希子 先生、湯浅 光織 先生、白崎 仁幸子 先生、安冨 素子 先生、川谷 正男 先生、  

大嶋 勇成 先生、眞弓 光文 先生 

⑥ 乳児期一過性高フェリチン血症１３例における血中サイトカイン及びリンパ球表面マーカーの検討 
   －家族性血球貪食性リンパ組織球症との比較－ 
  田附興風会医学研究所北野病院小児科 1) 京都大学大学院医学研究科循環器内科学 2) 
  塩田 光隆 1)、寺岡 由恵 1)、西田 仁 1)、熊倉 啓 1)、水本 洋 1)、吉田 葉子 1)、吉岡 孝和    

1)、羽田 敦子 1)、堀内 久徳 先生 2)、秦 大資 1) 
⑦ 家族性血球貪食性リンパ組織球症 3 型の新たな迅速診断法の開発 

京都大学大学院医学研究科発達小児科学 1) 循環器内科学 2) 京都大学 iPS 細胞研究センター3) 
村田 祐樹 先生 1)、八角 高裕 先生 1)、井澤 和司 先生 1)、齋藤 潤 先生 3)、西小森 隆太 先生

1)、 中畑 龍俊 先生 3)、白川 龍太郎 先生 2)、堀内 久徳 先生 2)、平家 俊男 先生 1) 
⑧ 本邦における高 IgD 症候群の特徴と確定診断法の確立 

京都大学大学院医学研究科発達小児科学 1)  あかね会土谷総合病院小児科 2) 倉敷中央病院小児科 3) 
福井大学医学部小児科4) 群馬大学大学院医学系研究科小児科学分野5) かずさDNA研究所6) 独立

行政法人理化学研究所 7)  
酒井 秀政 先生 1)、田原 昌博 先生 2)、桑門 克治 先生 3)、西小森 隆太 先生 1)、畑 郁恵 先生

4)、重松 陽介 先生 4)、水野 隆久 先生 5)、荒川 浩一 先生 5)、大嶋 宏一 先生 6)、 
小原 收 先生 6・7)、八角 高裕 先生 1)、平家 俊男 先生 1) 

特別講演：座長 京都大学大学院 医学研究科 発達小児科学  平家 俊男 先生 

『自然免疫系と小児疾患』 
  九州大学大学院医学研究院 成長発達医学   教授   原 寿郎 先生 
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研究所セミナー 

第２３回 

日  時：2009年4月15日（水） 17:30～18:30 

場  所：きたのホール 

特別講演：「MRIの最新撮影法と臨床画像」 

㈱フィリップスエレクトロニクスジャパン 

ヘルスケア事業部マーケティング本部 

MR統括部プロダクトスペシャリスト   松本 淳也  氏 

第２４回 

日  時：2009年5月19日（水） 17:30～19:30 

場  所：きたのホール 

研究発表：①「病院で死亡した脆弱高齢者・終末期患者の診療方針決定プロセスの質」  

健診部 小崎 真規子 

     ②「Lifetime Clinical Research Databaseのアーキテクチャー 

－ 21世紀後半にも利用できる臨床研究データベースとは？」 

                            検査部長 藤川 潤 

特別講演：「グレリン作用とその臨床応用」 

        京都大学医学部附属病院・探索医療センター 

グレリン医療応用プロジェクト 教授  赤水 尚史 先生 

 

第２５回 

日  時：2009年6月24日（水） 17:30～18:30 

場  所：きたのホール 

研究発表：①「HIV陽性バーキットリンパ腫に対するコンピュータシステムを使用した安全管理」 

  薬剤部  伊東 祐喜子 

      ②「覚醒下開頭術における薬物使用法の検討 －当院における変遷－」 

                                     麻酔科 医員  窪田 理恵 

第２６回 

日  時：2009年8月4日（火） 17:30～18：30 

場  所：きたのホール 

特別講演：「保助看法改正！ いま臨床研究に求められている期待   

南アフリカ（ＩＣＮ）大会のメッセージも込めて」 

      大阪府看護協会 会長  豊田 百合子 先生 

第２７回 

日  時：2009年9月15日（火） 17:30～18：30 

場  所：きたのホール 

研究発表：①「ＥＮＰＤを用いた膵液細胞診の検討」     消化器センター・内科 部長  八隅 秀二郎 

      ②「制御性T細胞によるドナー特異的移植免疫寛容の導入」   泌尿器科 副部長  長濱 寛二 

説 明 会  「当研究所における研究実施手続きの流れ、要点説明」   研究所運営委員会 副委員長  藤川 潤 

第２８回 

日  時：2009年10月20日（火） 17:30～18:30 

場  所：きたのホール 

研究発表：①「造血幹細胞移植患者における末梢血CD27-CD4+ T細胞比率の増加は、移植予後に相関する」   

 血液内科 副部長  福永 明子 

     ②「QuantiFERON検査の採血はなぜ16時？」     呼吸器センター 内科系部長  福井 基成 

     ③「Patients with Decreased Systolic Function Accompanied  with Preserved Exercise Capacity 

have Good Prognosis as Patients with Normal Systolic Function」 

心臓センター 副部長  中根 英策 
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第２９回 

日  時：2009年11月17日（火） 17:30～18:30 

場  所：きたのホール 

研究発表：①「酸化ストレスが慢性腎臓病（ＣＫＤ）の発症、進展に及ぼす影響について 

～尿中チオレドキシン測定による横断的研究の経過報告～」   腎臓内科  飛野 杏子 

     ②「インクレチンシステムを利用した膵β細胞保護・再生の多角的検討」  

糖尿病内分泌センター 副部長  浜本 芳之 

特別講演：「成体脳の神経幹細胞とニューロン新生」 

      京都大学ウイルス研究所 

細胞生物学研究部門 増殖制御学研究分野  教授  影山 龍一郎 先生 

第３０回 

日  時：2009年12月9日（水） 17:30～18:30 

場  所：きたのホール 

研究発表：①「剖検時の培養について」                   臨床病理部長   弓場 吉哲 

②「同種培養真皮を用いた難治性皮膚潰瘍の治療」       皮膚科副部長   本田 えり子

第３１回 

日  時：2010年1月19日（火） 17:30～18:30 

場  所：きたのホール 

研究発表：①「Proteinopathyとしての認知症  － 病態生理と治療の展望 －」 

神経センター 神経内科 副部長   高橋 牧郎 

      ②「当科で開発した脊椎手術用システムの治療成績」 

                                   整形外科 副部長   岡本 健 

第３２回 

日  時：2010年2月2日（火） 17:30～18:30 

場  所：きたのホール 

研究発表：①「新生児一過性高インスリン血性低血糖症 ～症例提示とその病態・治療方針に関する考察～」 

小児科 副部長 水本 洋 

      ②「足趾手術後に誘導される前足部変形に関する問題と治療」 

                                     形成外科 副部長 齊藤 晋 

第３３回 

日  時：2010年3月3日（水） 17:30～18:30 

場  所：きたのホール 

特別講演：「RNSA（北米放射線学会）での最新技術の報告 

 MRにおけるGEのアプローチ（超音波集積治療、エラストグラフィーなど）と 

7T MRIなどの最新機器について」 

GEヘルスケアー MRIセールスマーケティンググループ   日比野 茂 氏 

 
 

第１３回京都免疫ワークショップ学術集会 

日 時：平成２２年２月１３日（土） 13:00～ 

場 所：きたのホール 

特別講演：「抗サイトカイン療法で進化したクローン病治療」 
          消化器センター炎症性腸疾患部門部長 伊藤浩章 

特別企画：「鼎談免疫学の今後の針路を語る」 
          京都大学ウイルス研究所  教授 淀井淳司 先生   

                                  ほか 
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第４回北野心臓血管疾患研究会 

日 時：平成２１年５月２３日（土）15:45～17:30  

場 所：第１会議室 

一般演題：「北野病院における64列CTによる心臓疾患への応用例」 

心臓センター  福田 旭伸 

特別講演：「MDCTによる冠動脈プラークの診断  

～虚血性心疾患を疑ったとき、どうするか？～」 

医療法人社団 田貫会 高瀬クリニック 循環器科（群馬県高崎市） 

藤田保健衛生大学 医学部 客員教授  近藤 武 先生 

 

感染症関係 

◇血液等汚染事故に関する講演会 
日  時：2009年5月12日（火）17:30～19:00 

場  所：きたのホール 

内  容： １）リスクマネジメント 針刺し事故の現状と対策 

ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ㈱   ｴﾁｺﾝ事業部ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部 平尾 崇史氏 

２）当院の針刺し・切創の実態報告   2008年度針刺しサーベイランス結果より 

     看護部 感染管理認定看護師 堂後鈴子   

◇第１６回感染症セミナー 
日  時：2009年10月8日（木）18:30～19:30 

場  所：きたのホール 

演  題：「変りゆくインフルエンザ」 

講  師：東北大学大学院医学系研究科 講師  森兼 啓太先生 

        前）国立感染症研究所 感染症情報センター主任研究官 

◇第７回北大阪感染症研究会 
日  時：2010年2月26日（金）18:00～ 

場  所：きたのホール 

一般講演： 「重症転移性細菌性眼内炎、化膿性脊椎炎を併発した感染性心内膜炎の1例」  

総合内科  松村 拓朗 

「急激な腎機能低下を来たす感染症腎炎について」            腎臓内科  立石 悠  

特別講演： 「最新の感染対策（CDC ガイドラインの紹介も含めて）」 

       県西部浜松医療センター 副院長・感染症科科長  矢野 邦夫 先生 

◇新型インフルエンザ関連 
＊日 時：2009年5月2日（土）  

場 所：きたのホール 

内 容：「当院における新型インフルエンザ対策について」 
     新型ウイルス対策本部長代行  福井 基成 
     新型ウイルス対策チームリーダー  羽田 敦子 

＊日 時：2009年5月19日（火）  2回開催 

場 所：きたのホール 

内 容：「新型インフルエンザと感染制御対策」 
     小児科副部長、感染症科科長  羽田 敦子 

＊日 時：2009年10月19日（月） 

場 所：きたのホール 

内 容：「当院の新型インフルエンザ予防接種説明会」 
新型ウイルス対策チームリーダー  羽田 敦子 
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＊日 時：2009年10月20日（火）、10月28日(水) 

場 所：きたのホール／第１会議室 

内 容：当院の基礎疾患患者に対する新型インルエンザワクチン接種について 
新型ウイルス対策チームリーダー  羽田 敦子 

 

＊日 時：2009年11月4日（水） 

場 所：きたのホール 

内 容：インフルエンザ責任者講習会 
新型ウイルス対策チームリーダー  羽田 敦子 

＊日 時：2010年3月18日（木） 

場 所：きたのホール 

内 容：「インフルエンザ対策の総括と今後」 
新型ウイルス対策チームリーダー  羽田 敦子 

 
 

 

 


