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RA リハの実際と問題点 RA のリハ 2 次障害としての廃用症候群への対応 日本リウマ

チ学会総会・学術集会・国際リウマチシンポジウムプログラム 54 回・19 回  神戸 

2. 西山保弘 

関節リウマチの炎症と障害をとらえたリハアプローチを考える リウマチの炎症と障害を

とらえたリハアプローチを考える シンポジウム 第24回日本RAのリハビリ研究会 大

分 

3. 西山保弘 

物理療法と ROM 改善 シンポジウム 第 24 回日本 RA のリハビリ研究会 大分 

 

���� 

1. 工藤義弘  尾山純一 牧野直樹  西山保弘 矢守とも子 中園貴志 綿貫茂喜 

慢性心不全患者への温泉療法 第 74 回日本循環器学会学術集会 2010. 神戸 

2. 工藤義弘  尾山純一 牧野直樹  西山保弘 矢守とも子 中園貴志 綿貫茂喜 

温泉療法による心拍数・心胸比・平均血圧・自覚的症状・左室駆出率の変化 

第 12 回大分県理学療法学会  2010. 大分. 

3. 工藤義弘 尾山純一 牧野直樹  西山保弘 矢守とも子 中園貴志 綿貫茂喜温泉療法

が慢性心不全患者の脈波伝達速度(PWV)に及ぼす影響 第 45 回  日本理学療法学術集会 

2010. 岐阜. 

4. 工藤義弘   尾山純一 牧野直樹  西山保弘  矢守とも子 中園貴志 綿貫茂喜      

温泉療法が血清中インターロイキン-6（IL-6）に与える影響 第 75 回日本温泉気候物理医

学会総会・学術集会 2010 栃木. 

5. 西山保弘 工藤義弘  矢守とも子  中園貴志 

異なる水温落差が自律神経活動に与える影響 

第 45 回  日本理学療法学術集会 2010. 岐阜. 

6. 工藤義弘 尾山純一 牧野直樹  西山保弘 矢守とも子 中園貴志 江崎智哉 岩松尚

美 綿貫茂喜 

全身血行動態の改善を目指した温泉療法に関する研究 国立大学法人リハビリテーショ

ン学術大会 2010 愛媛 

7. 中園 貴志 西山 保弘 工藤 義弘 矢守 とも子 岡田 玉樹 岩松 尚美 江崎 智哉 

RA 患者の手関節安定性がピンチ力に与える影響 

第２回九州大学病院医療技術部学術集会 福岡 

 

 
 
 
第５４７回 平成２２年５月２１日（金） 

吉村 昭彦 

（慶応義塾大学医学部免疫微生物学教室 教授） 

「サイトカインによるＴ細胞分化と脳内炎症の制御」 

 

第５４８回 平成２２年６月４日（金） 

中村 祐輔 

（東京大学医科学研究所 ヒトゲノム解析センター長 国立がん研究センター 

研究所長） 

「がんペプチドワクチン療法の課題と展望」 

 

第５４９回 平成２２年６月２９日（火） 

鵜木 元香 

（理化学研究所 ゲノム医学研究センター） 

「 A novel epigenetic transcriptional regulation by UHRF1, which links histone 

modification and DNA methylation status」（Seminar in English） 

 

第５５０回 平成２２年６月３０日（水） 

横林 しほり 

（Friedrich Miescher Institute, Basel） 

「Epigenetic regulation of germ cells and early embryos by Polycomb group proteins」

（Seminar in English） 

 

第５５１回 平成２２年７月６日（火） 

木村 亮介 

（琉球大学亜熱帯島嶼科学超域研究推進機構 特命准教授） 

「ゲノム人類学―遺伝学と形態学の融合―」 

 

第５５２回 平成２２年７月１４日（水） 

田矢 洋一 

（シンガポール国立大学 Cancer Life Science研究所 所長） 

「核内と細胞膜周辺におけるｐ５３とＲｂ蛋白質の新機能」 
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第５５３回 平成２２年７月２９日（木） 

藤森 俊彦 

（自然科学研究機構・基礎生物学研究所 教授） 

「マウス初期胚における細胞と遺伝子の挙動の解析」 

 

第５５４回 平成２２年７月１３日（火） 

山本 正人  

（Associate Professor, Division of Basic and Translational Research, Department of 

Surgery, University of Minnesota, Twin Cities） 

「消化器癌に対する増殖型アデノウィルスの開発」（Replication Competent 

Adenovirus for the Treatment of Gastrointestinal Cancers） 

 

第５５５回 平成２２年８月３０日（月） 

Dr. Jens V. Stein 

（Theodor Kocher Institute University of Bern, Switzerland） 

「Analysing the molecular control of lymphocyte migration in vivo」 

 

第５５６回 平成２２年８月３１日（火） 

森下 博文 

（ハーバード大学医学部・ボストン小児病院・神経科学部門・リサーチフェロー） 

「Removing molecular “brakes” on adult brain plasticity」 

 

第５５７回 平成２２年９月８日（水） 

倉地 幸徳 

（九州大学理事（副学長）） 

倉地 須美子 

（九州大学生体防御医学研究所共同研究員） 

「年齢軸恒常性機序の解明に向けて」 

 

第５５８回 平成２２年９月１７日（金） 

渡邉 信元 

(独)理化学研究所・基幹研究所 ケミカルバイオロジー研究領域・ケミカルバイオ

ロジー研究基盤施設 化合物ライブラリー評価研究チーム チームヘッド) 

「細胞周期進行におけるタンパク質リン酸化の役割」 

 

第５５９回 平成２２年１０月１日（金） 

梅田 慎介 

（日本弁護士会バイオ・ライフサイエンス委員会委員 

／薫風国際特許事務所パートナー弁護士） 

「ベーシックリサーチから特許出願への一歩を踏み出そう」 

 

第５６０回 平成２２年１０月４日（月）  

道上 宏之 

（岡山大学大学院医歯薬学総合研究所 細胞生理学教室 助教） 

「Protein Transduction Systemを用いた新規経皮的アプローチ(p-TDA : 

peptide-Trans Dermal Approach)-高効率導入型美白剤＆分子標的型育毛剤の開発」 

 

第５６１回 平成２２年１０月２０日（水） 

Seok-Goo Cho, M.D., PhD. 

（Professor, Department of Hematology, Catholic BMT Center） 
「TGF-b transduced mesenchymal stem cells ameliorate autoimmune arthritis through 

reciprocal regulation of Treg-Th17 cells and osteoclastogenesis」 
 

第５６２回 平成２２年１２月２日（木） 

佐藤 義朗 

（名古屋大学医学部付属病院 周産母子センター） 

「小児脳腫瘍における頭部放射線療法後の脳障害克服を目指して」 

 

第５６３回 平成２２年１１月１７日（水） 

清水 博之 

（国立感染症研究所ウイルス第２部 第２室 室長） 

「エンテロウイルス７１特異的受容体PSGL-1の同定とウイルス-受容体相互作用の

解析」 

 

第５６４回 平成２２年１２月２１日（火） 

松本 明朗 

（千葉大学大学院医学研究院 薬理学 准教授） 

「一酸化窒素(NO)による翻訳後修飾 : S-nitrosylationとシグナル伝達の制御」 
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Seok-Goo Cho, M.D., PhD. 

（Professor, Department of Hematology, Catholic BMT Center） 
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第５６５回 平成２２年１２月２２日（水） 

曽我 朋義 

（慶応義塾大学先端生命科学研究所 教授） 

「メタボローム測定法の開発と生命科学への応用」 

 

第５６６回 平成２３年１月４日（火） 

玉田 耕治 

（University of Maryland School of Medicine, Associate Professor、University of 

Maryland 癌センター、腫瘍免疫プログラム Co-Director） 

“Novel Immunotherapies Based on Co-signal Regulation” 

 

第５６７回 平成２３年１月２７日（木） 

松本 明郎 

（千葉大学大学院医学研究院 薬理学 准教授） 

“Detection and measurement of NO and its derivatives in biological samples” 

 

第５６８・５６９回 平成２３年２月１７日（木） 

      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 コアセンター長） 

      「Metabolic Harmony ～臓器間神経ネットワークによる全身での代謝調節機構～」 

 

      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 教授） 

      「メタボリック・シンドロームと自然炎症」 

 

第５７０回 平成２３年１月２５日（火） 

      森下 和広 

      （宮崎大学医学部機能制御学講座 腫瘍生化学分野 教授） 

      「難治性白血病の白血病発症機構」 

 

第５７１回 平成２３年２月３日（木） 

      中内 啓光 

      （東京大学医科学研究所 幹細胞治療研究センター長、幹細胞治療部門 教授） 

      「幹細胞研究から新しい医療へ」 

 

第５７２回 平成２３年２月１８日（金） 

      豊國 伸哉 

      （名古屋大学大学院医学系研究科 病理病態学講座 

生体反応病理学／分子病理診断学 教授） 

      “Cancer as a ferrotoxic disease: asbestos-induced mesothelial carcinogenesis” 
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第５７２回 平成２３年２月１８日（金） 

      豊國 伸哉 

      （名古屋大学大学院医学系研究科 病理病態学講座 

生体反応病理学／分子病理診断学 教授） 

      “Cancer as a ferrotoxic disease: asbestos-induced mesothelial carcinogenesis” 




