
名誉会長☆/

学会長★/副会長  演  題 ／テーマ 講演者 所属

大島 福造 
☆

藤田 啓介 
★

大島 福造 ☆

藤田 啓介 
★

大島 福造 
☆

藤田 啓介 ★

大島 福造 ☆

藤田 啓介 ★

大島 福造 ☆

藤田 啓介 ★

大島 福造 ☆

藤田 啓介 ★

7 1975 藤田 啓介 ★

8 1976 藤田 啓介 ★ 島 正吾 *

小川 透 水野 康

9 1977 藤田 啓介 ★ 竹内 純 *  

小川 透 戸田 孝

10 1978 藤田 啓介 ★ 石黒 伊三雄 *

小川 透 梅田 博道

回 年度 世話人 /代表*
歴代学術大会の特別講演・シンポジウム・研究最前線セミナーの講演者とその演題

「有機塩素化合物の環境汚染について」

3 1971 特別講演 影山 信雄 社会保険中京病院 係長「現在行われている尿酸測定の吟味」

2 1970 特別講演 牧野 秀夫 名古屋市立大学医学部

附属病院部長

「1970年代の臨床検査」

1 1969 特別講演 大島 福造 名古屋保健衛生大学

名誉学長

「数種疾患の病原体究明の回顧」

東京工業大学大学院 教授「カテコールアミンニューロンの

　酵素化学：その基礎と臨床」

4 1972 特別講演 林 𨳝一 愛知県公害調査センター 所長

特別講演 兵頭 正義 大阪医科大学 教授「痛みの新しい治療法

  －モデュレーション」

5 1973

6 1974

特別講演 永津 俊治

長与 健夫 愛知がんセンター 副所長「胃の前癌病変について」特別講演

【 過去の学術大会一覧 】



名誉会長☆/

学会長★/副会長  演  題 ／テーマ 講演者 所属
回 年度 世話人 /代表*

歴代学術大会の特別講演・シンポジウム・研究最前線セミナーの講演者とその演題

【 過去の学術大会一覧 】

10 1978 正垣 幸男

11 1979 藤田 啓介 
★ 清水 信夫* 「胚発生における遺伝子発現機構の研究」

渡辺 裕 青木 春夫

正垣 幸男

12 1980 藤田 啓介 
★ 関谷 淳 * 

渡辺 裕 伊藤 圓 

高木 勇 

13 1981 藤田 啓介 ★ 大谷 元彦 *

渡辺 裕 矢崎 雄彦 

高木 勇

14 1982 藤田 啓介 ★ 永田 豊 * 「神経ウイルス学の歩み

  －私の研究を中心に」

井上 幸重 京都大学ウイルス研究所

助教授

渡辺 裕 福島 穣

宮前 武雄 「SMONからMSへ

  －追試は如何に行われたか－」

西部 陽子 京都大学ウイルス研究所

15 1983 藤田 啓介 ★ 佐々木 勸* 

渡辺 裕 矢部 裕

篠原 力雄 

16 1984 藤田 啓介 ★ 萩野 泰道 *

渡辺 裕 岩田 重信

篠原 力雄

特別講演 小酒井 望 順天堂大学医学部 教授「これからの医療と臨床検査」

特別講演 阿部 裕 大阪大学医学部 教授「計測と制御の医学へ」

長与 健夫 愛知がんセンター 副所長「胃の前癌病変について」

特別講演 鈴木 義昭 岡崎国立共同研究機構

基礎生物学研究所 教授

特別講演

特別講演

特別講演 舟久保 熙康 東京大学工学部 教授「医用精密工学の現況と将来」

特別講演 清水 博 東京大学薬学部 教授「生命における自己組織と動的協力性」



名誉会長☆/

学会長★/副会長  演  題 ／テーマ 講演者 所属
回 年度 世話人 /代表*

歴代学術大会の特別講演・シンポジウム・研究最前線セミナーの講演者とその演題

【 過去の学術大会一覧 】

17 1985 藤田 啓介 
★ 車田 正男 *  

渡辺 裕 上田 宏 

松尾 喜久男

18 1986 藤田 啓介 
★ 深山 昭雄 * 

渡辺 裕 鳥飼 勝隆

松尾 喜久男

19 1987 藤田啓介 ★ 永津 郁子 *

渡辺 裕 平野 正美 

芳賀 邦夫 

20 1988 藤田 啓介 ★ 松澤 健夫 * 

渡辺裕 吉澤 英造 

芳賀 邦夫

21 1989 藤田 啓介 ★ 笠原 正男 *  

渡辺 裕 船曵孝彦

趙秀采 

22 1990 藤田 啓介 ★ 社本 幹博 * 「肝移植の現状と今後の進め方について」

渡辺 裕 杉村 修一郎 

趙 秀采

23 1991 藤田 啓介 ☆ 中林 敏夫 * 

高橋 利忠 愛知がんセンター研究所 部長「ヒト癌細胞表面抗原の血清学的解析」

特別講演 豊島 久真男 東京大学医科学研究所 教授「がん遺伝子研究の歴史と現状」

特別講演

特別講演 北村 幸彦 大阪大学医学部教授「マスト細胞の分化機構」

特別講演 岩崎 洋治 筑波大学医学専門学群 教授

特別講演 高月 清 熊本大学医学部 教授「成人Ｔ細胞白血病とエイズ」

特別講演 岡田 節人 岡崎国立共同研究機構

基礎生物学研究所所長

「動物のかたち作りのための分子

  －ゲーテから遺伝子までー」

特別講演 高橋 理明 大阪大学微生物病研究所

名誉教授

「ワクチン開発の諸問題と研究の現状」



名誉会長☆/

学会長★/副会長  演  題 ／テーマ 講演者 所属
回 年度 世話人 /代表*

歴代学術大会の特別講演・シンポジウム・研究最前線セミナーの講演者とその演題

【 過去の学術大会一覧 】

23 1991 渡辺 裕 
★ 名出 頼男

島 正吾

竹内 昭

磯村 源蔵 

24 1992 藤田 啓介 ☆ 出浦 滋之 *

渡辺 裕 
★ 末次 勸

島 正吾

竹内 昭

磯村 源蔵

25 1993 藤田 啓介 ☆ 内藤 道興 * 

渡辺 裕 ★ 岸川 輝彰

萩野 泰道

瓜谷 富三

篠原 力雄 

26 1994 藤田 啓介 ☆ 葛谷博磁 * 

廣野 巖 ★ 菱田 仁士

萩野 泰道

瓜谷 富三

篠原 力雄

27 1995 藤田 啓介 ☆ 千谷 晃一 * 「タバコ病の疫学」（中止） 平山 雄 予防がん研究所 所長

廣野 巖 ★ 新井 豊久 立石 潤 九州大学医学部 教授

萩野 泰道

瓜谷 富三

村井 佳幸 永津 俊治 学内・総医研 教授

神野 哲夫 学内・医学部 教授

井形 昭弘 国立療養所中部病院

長寿医療研究センター長

28 1996 廣野 巖 ★ 藤倉 隆 * 特別講演 「無機イオンと生命」 江橋 節郎 岡崎国立共同研究機構

生理学研究所 名誉教授

萩野 泰道 蓮見 昭武 シンポジウム 野本 亀久雄 九州大学生体防御研究所

教授

瓜谷 富三 村井 佳幸 杉岡 篤 学内・医学部 講師

特別講演 高橋 理明 大阪大学微生物病研究所

名誉教授

「ワクチン開発の諸問題と研究の現状」

特別講演 本庶 佑 京都大学医学部 教授「分子医学の最前線」

特別講演 塩川 優一 順天堂大学医学部

名誉教授

「世界的なエイズ危機と将来展望」

「神経難病：基礎と臨床」

特別講演 島田 馨 東京大学医科学研究所 教授「MRSA」

特別講演

「肝移植の現状と展望」



名誉会長☆/

学会長★/副会長  演  題 ／テーマ 講演者 所属
回 年度 世話人 /代表*

歴代学術大会の特別講演・シンポジウム・研究最前線セミナーの講演者とその演題

【 過去の学術大会一覧 】

28 1996 田中 紘一 京都大学医学部 教授

橋本 敬一郎 学内・総医研 助教授

29 1997 島 正吾 ★ 松山 睦司 * 特別講演 「新しい感染症はなぜおこるのか」 大谷 明 国立感染症研究 名誉所員

萩野 泰道 浅野 喜造 シンポジウム 織田 直久 シカゴ大学（学内・留学中）

瓜谷 富三 仙田 宏平 高橋 久英 学内・衛生学部 教授

高橋 雅英 名古屋大学医学部 教授

樋野 興夫 癌研究会癌研究所 部長

30 1998 島 正吾 ★ 富田 忠雄 * 特別講演 「脳の発生・文化の分子メカニズム」 御子柴 克彦 東京大学医科学研究所 教授

平野 正美 山本 纊子 シンポジウム 松浦 栄次 岡山大学医学部 講師

中島 澄夫 仙田 宏平 渥美 達也 北海道大学医学部

松永 佳世子 学内・医学部 講師

古閑 寛 学内・医学部 助教授

矢野 孝 春日井市民病院 副院長

澤田 富夫 学内・医学部 助教授

31 1999 馬嶋 慶直 
★ 原田 信広 * 特別講演 「21世紀の医学・医療」 高久 史麿 自治医科大学 学長

平野 正美 中野 浩 シンポジウム 「臨床画像診断の進歩

  －今日から明日へ－」

安野 泰史 学内・衛生学部 助教授

中島 澄夫 長瀬 啓三 外山 宏 学内・医学部 講師

片田 和廣 学内・衛生学部 教授

野村 雅則 学内・医学部 教授

「肝移植の現状と展望」

「疾病と遺伝子

  －動物からヒトへ－」

「抗リン脂質抗体の基礎と臨床」



名誉会長☆/

学会長★/副会長  演  題 ／テーマ 講演者 所属
回 年度 世話人 /代表*

歴代学術大会の特別講演・シンポジウム・研究最前線セミナーの講演者とその演題

【 過去の学術大会一覧 】

31 1999 芳野 純治 学内・医学部 教授

堀口 祐爾 学内・医学部 教授

32 2000 馬嶋 慶直 ★ 宮地 栄一 * 特別講演
「超
スーパー

システムとしての生命」
多田 富雄 東京大学医学部 名誉教授

平野 正美 三宅 聰行 シンポジウム 田代 眞一 昭和薬科大学 教授

中島 澄夫 長瀬 啓三 佐野 公俊 学内・医学部 教授

野村 雅則 学内・医学部 教授

服部 良信 学内・医学部 助教授

貝沼 関志 学内・医学部 助教授

33 2001 馬嶋 慶直 ★ 辻 孝雄 * 特別講演 「性同一性障害

  －こころの性とからだの性－」

原科 孝雄 埼玉医科大学総合医療センター

教授

中野 浩 丸田 守人 シンポジウム 只野 寿太郎 佐賀医科大学 教授

中島 澄夫 長村 洋一  菅野 剛史 浜松医科大学 教授

一山 智 京都大学医学部 教授

江崎 幸治 学内・医学部 教授

34 2002 船曵 孝彦 ★ 小野 雄一郎 * 特別講演 「白血球の自律神経支配

  －病気の治し方が見えてくる－」

安保 徹 新潟大学大学院 教授

中野 浩 江崎 幸治 シンポジウム 野口 善令 京都大学医学部 助手

中島 澄夫 長村 洋一 名郷 直樹 作手村国民健康保険診療所

所長

向原 圭 名古屋大学医学部

福岡 敏雄 名古屋大学大学院 助手

古川 壽亮 名古屋市立大学大学院 教授

「患者本位の医療とEBM」

「21世紀の救急医療」

「21世紀の臨床検査を考える」



名誉会長☆/

学会長★/副会長  演  題 ／テーマ 講演者 所属
回 年度 世話人 /代表*

歴代学術大会の特別講演・シンポジウム・研究最前線セミナーの講演者とその演題

【 過去の学術大会一覧 】

35 2003 船曵 孝彦 
★ 谷口 孝喜 * 特別講演 「ヒトは何故がんになるのか。

   人は何故がんを研究するのか」

黒木 登志夫 岐阜大学 学長

中野 浩 榊原 博樹 シンポジウム 岡部 信彦 国立感染症研究所

感染症情報センター長

中島 澄夫 山本 恵申 内海 眞 国立名古屋病院臨床研究

センター長

深谷 修作 学内・医学部 講師

藤田 千鶴 学内・看護部 看護長

佐々木 文彦 学内・医学部 講師

堤 寬 学内・医学部 教授

36 2004 船曵 孝彦 ★ 太田 明 * 特別講演 「チンパンジーの知性と文化」 松沢 哲郎 京都大学霊長類研究所 教授

中野 浩 星長 清隆 シンポジウム 福嶌 教偉 大阪大学大学院 講師

中島 澄夫 山本 恵申 杉谷 篤 九州大学医学部 講師

朝居 朋子 日本臓器移植ネットワーク

杉岡 篤 学内・医学部 助教授

日下 守 学内・医学部 講師

37 2005 中野 浩 ★ 野村 隆英 * 特別講演 「ナノカーボン材料とバイオテクノロジー」 飯島 澄男 名城大学理工学部 教授

野村 隆英 吉田 俊治 シンポジウム 小倉 朗子 東京都神経科学総合研究所

主任研究員

伊藤 祥輔 足立 はるゑ 野田 愛司 愛知医科大学 教授

野倉 一也 学内・医学部 助教授

深谷 修作 学内・医学部 講師

三尾 由紀 学内・医療相談室

ケースワーカー

「変貌する感染症とその対策」

「わが国の臓器移植の現状と展望」

「難病に関する現況と今後の展望」



名誉会長☆/

学会長★/副会長  演  題 ／テーマ 講演者 所属
回 年度 世話人 /代表*

歴代学術大会の特別講演・シンポジウム・研究最前線セミナーの講演者とその演題

【 過去の学術大会一覧 】

38 2006 中野 浩 
★ 千田 隆夫 * 特別講演 「オーダーメイド医療実現化に向けて」 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

野村 隆英 伊藤 光泰 シンポジウム 伊藤 光泰 学内・医学部 教授

伊藤 祥輔 天野 瑞枝 丸田 俊彦 慶應義塾大学精神神経科 客員教授

ﾒｲﾖ･ｸﾘﾆｯｸ医科大学 精神科

名誉教授
山本 和利 札幌医科大学 教授

小島 操子 聖隷ｸﾘｽﾄﾌｧｰ大学看護学部 教授

飯泉 智子 学内・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学講座

研究生

39 2007 中野 浩 ★ 臼田 信光 * 特別講演 「心と体の関係を遺伝子で解く」 村上 和雄 財団法人国際科学振興財団

 バイオ研究所長

野村 隆英 杉山 敏 シンポジウム 徳永 勝人 高槻社会保険健康管理

センター長

伊藤 祥輔 原 進 石井 潤一 学内・医学部 教授

影浦 直子 学内・看護部

杉本 邦彦 学内・臨床検査部

長村 洋一 千葉科学大学危機管理学部

教授

佐藤 祐造 愛知学院大学心身科学部 教授

40 2008 野村 隆英 ★ 堤 寬 * 特別講演 「心の時代にがん治療を考える」 山口 建 静岡県立静岡がんセンター 総長

小野 雄一郎　 宮川 秀一 シンポジウム 東口 髙志 学内・医学部 教授

伊藤 祥輔 原 進 大野 礼子 学内・看護部

三尾 由紀 学内・医療相談室

寺田 佐代子 患者会・「わかば会」代表

恒川 洋 恒川クリニック 院長

「医療人の生き方

  －ちょっと視点を変えてみれば－」

「生活習慣病とどう取り組む？」

「がん患者に対する全人的ケア」



名誉会長☆/

学会長★/副会長  演  題 ／テーマ 講演者 所属
回 年度 世話人 /代表*

歴代学術大会の特別講演・シンポジウム・研究最前線セミナーの講演者とその演題

【 過去の学術大会一覧 】

40 2008 丸山 文夫 学内・医学部 准教授

41 2009 野村 隆英 
★ 松浦 晃洋 * 特別講演 「自然免疫の最近の進歩」 審良 静男 大阪大学免疫学

ﾌﾛﾝﾃｨｱ研究ｾﾝﾀｰ拠点長

小野 雄一郎　 井野 晶夫 シンポジウム 牧 靖典 愛知県医師会理事

伊藤 祥輔 澤 俊二 箕輪 良行 聖マリアンナ医科大学 教授

亀井 三博 亀井内科・呼吸器科 院長

宮崎 仁 宮崎医院 院長

林 拓男 尾道市公立みつぎ総合病院

 副院長

伴 信太郎 名古屋大学医学部 教授

浅井 幹一 学内・医学部 教授

42 2010 野村 隆英 ★ 橋本 修二 * 特別講演 「再生医療」 梅澤 明弘 国立成育医療研究センター

生殖・細胞医療研究部 部長

小野 雄一郎　 松永 佳世子 シンポジウム 赤松 浩彦 学内・医学部 教授

比企 能之 澤 俊二 杉谷 篤 学内・医学部 教授

宇山 一朗 学内・医学部 教授

才藤 栄一 学内・医学部 教授

43 2011 黒澤 良和 
★ 橋本 敬一郎 * 特別講演 「胃癌の病理、ＥＢウイルス関連胃癌の

　研究を通して」

深山 正久 東京大学大学院医学系研究科

人体病理学・病理診断学分野

教授

辻 孝雄 黒田 誠 シンポジウム 岡本 昌隆 学内・医学部 教授

金田 嘉清 井上 孝 内海 俊明 学内・医学部 教授

小林 英敏 学内・医学部 教授

東口 髙志 学内・医学部 教授

「がん患者に対する全人的ケア」

「これからの地域医療とその連携」

「最先端医療の現在と未来」

「21世紀のがん治療」



名誉会長☆/

学会長★/副会長  演  題 ／テーマ 講演者 所属
回 年度 世話人 /代表*

歴代学術大会の特別講演・シンポジウム・研究最前線セミナーの講演者とその演題

【 過去の学術大会一覧 】

44 2012 黒澤 良和 
★ 倉橋 浩樹 * 特別講演 「遺伝子医療革命の時代を迎えて」 福嶋 義光 信州大学 大学院医学研究科長・医学部長

医学部遺伝医学・予防医学講座教授

医学部附属病院遺伝子診療部 部長

辻 孝雄 吉川 哲史 シンポジウム 「遺伝カウンセリングの現状今後の展望」 柘植 郁哉 学内・医学部 教授

金田 嘉清 中村 小百合 倉橋 浩樹 学内・総合医科学研究所 教授

市原 慶和 学内・医療科学部 教授

西澤 春紀 学内・医学部 准教授

45 2013 黒澤 良和 ★ 土田 邦博 * 特別講演 「幹細胞研究の医学・医療への応用」 戸口田 淳也 京都大学再生医科学研究所 再生医学応用

研究部門組織再生応用分野 教授／京都大

学iPS細胞研究所増殖分化機構研究部門

分化誘導研究分野 教授（副所長）

辻 孝雄 廣瀬 雄一 シンポジウム 恵美 宣彦 学内・医学部 教授

金田 嘉清 石原 利員 白木良一 学内・医学部 教授

朝倉 邦彦 学内・医学部 教授

藤井 多久磨 学内・医学部 教授

46 2014 星長 清隆 ★ 近藤 一直 * 特別講演 「認知症と画像診断」 伊藤 健吾 国立長寿医療研究センター 放射線

診療部長・脳機能画像診断開発部長

辻 孝雄 外山 宏 シンポジウム 池田 康彦 鵬友会新中川病院内科

金田 嘉清 福永 肇 梅村 和夫 浜松医科大学薬理学教授

中野 真子 日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ㈱研究開発本部

ｼﾆｱﾒﾃﾞｨｶﾙｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ

谷川 郁惠 学内・臨床研究センター

CRC・看護長

加藤 隆明 学内・臨床研究センター

CRC・係長

47 2015 星長 清隆 ★ 前田 明 * 特別講演 「骨髄異形成症候群の遺伝学的基盤に

   ついて」

小川 誠司 京都大学大学院医学研究科

基礎医学系・腫瘍生物学講座 教授

岩田 仲生 恵美 宣彦 シンポジウム 「産学連携研究から展開される先進医療」 畠 賢一郎 ㈱ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾃｨｯｼｭ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

常務取締役事業開発室長

金田 嘉清 田所 匡典 竹迫 一任 タカラバイオ㈱専務取締役

遺伝子医療事業部門本部長

「チームで取り組む臨床試験」

「難病治療の最先端」



名誉会長☆/

学会長★/副会長  演  題 ／テーマ 講演者 所属
回 年度 世話人 /代表*

歴代学術大会の特別講演・シンポジウム・研究最前線セミナーの講演者とその演題

【 過去の学術大会一覧 】

47 2015 猪川 弘康 東芝ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ 中部支社

営業推進部CTｸﾞﾙｰﾌﾟ主任

玉置 章文 トヨタ自動車㈱

パートナーロボット部 部長

吉田 顕一郎 KENZ Growth Consulting Partners

代表取締役・CEO Partner

研究最前線

セミナー

「筋萎縮性側索硬化症（Amyotrophic

   Lateral Sclerosis, ALS）の発症機構解明と

   治療薬開発へ向けて」

築地 仁美 名古屋市立大学大学院薬学研究科

病態生化学分野 講師

「卓越した基礎研究から迅速な臨床試験

   まで：京都大学におけるﾜﾝｽﾄｯﾌﾟ創薬の

   試み」

萩原 正敏 京都大学大学院医学研究科 教授

48 2016 星長 清隆 ★ 磯部 一郎 * 特別講演 「癌幹細胞とは？ その臨床的意義」 森 正樹 大阪大学大学院医学系研究科

消化器外科学講座 教授

岩田 仲生 前田 耕太郎 シンポジウム 溝口 史剛 日本赤十字社群馬県前橋赤十字病院

小児科 副部長

金田 嘉清 山田 雅之 相田 典子 神奈川県立こども医療ｾﾝﾀｰ

放射線科 部長

高塚 尚和 新潟大学大学院医歯学総合研究科

法医学分野 教授

新井 康祥 あいち小児保健医療総合ｾﾝﾀｰ

心療科医長

研究最前線

セミナー

「トランスオミクス研究の新展開

  －全ての遺伝子をみる－」

大川 恭行 九州大学生体防御医学研究所

ﾄﾗﾝｽｵﾐｸｽ 医学研究ｾﾝﾀｰ

ﾄﾗﾝｽｸﾘﾌﾟﾄﾐｸｽ分野 教授

49 2017 星長 清隆 ★ 宮川 剛司 * 特別講演 「臨床の視点 －診る・考える－」 祖父江 逸郎 名古屋大学 愛知医科大学 名誉

教授／長寿科学振興財団・理事長

岩田 仲生 武藤 多津郎 シンポジウム 林(高木)朗子 群馬大学・生体調節研究所

脳病態制御分野 教授

金田 嘉清 山田 雅之 和氣 弘明 神戸大学・大学院医学研究科

生理学・細胞生物学講座 システム

生理学分野 教授

小林 克典 日本医科大学・大学院 医学研究科

薬理学分野・准教授

山田 真希子 量子科学技術研究開発機構 放射線医学

総合研究所 脳機能ｲﾒｰｼﾞﾝｸ研究部

脳とこころの研究ﾁｰﾑ ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ

研究最前線

セミナー

「光操作・光計測」 田中 謙二 慶應義塾大学医学部精神神経科学

教室 准教授

「高速・高精細全脳イメージング法

   ＦＡＳＴの開発」

笠井 淳司 大阪大学大学院薬学研究科

神経薬理学分野助教

50 2018 星長 清隆 ★ 秦 龍二 * 特別講演 「超高齢社会への対応

  － 社会保障制度改革の視点－」

江崎 禎英 経済産業省商務ｻｰﾋﾞｽ政策統括

調整官 兼 内閣官房健康・医療

戦略室 次長

「児童虐待の諸相」

「脳科学の達人@FHU」



名誉会長☆/

学会長★/副会長  演  題 ／テーマ 講演者 所属
回 年度 世話人 /代表*

歴代学術大会の特別講演・シンポジウム・研究最前線セミナーの講演者とその演題

【 過去の学術大会一覧 】

50 2018 岩田 仲生 内藤 健晴 「驚異の免疫力」 本庶 佑 京都大学高等研究院 副院長／

特別教授

金田 嘉清 山田 晃司 研究最前線

セミナー

「ゲノム編集からエピゲノム編集

  －その可能性」

畑田 出穂 群馬大学生体調節研究所

附属生体情報ｹﾞﾉﾑﾘｿｰｽｾﾝﾀｰ

ｹﾞﾉﾑ科学ﾘｿｰｽ分野 教授

51 2019 才藤 栄一 
★ 八谷 寛 * 特別講演 「がんゲノム医療を切り拓くクリニカル

  バイオバンク」

西原 広史 慶應義塾大学医学部臨床研究推進

ｾﾝﾀｰ 教授／腫瘍ｾﾝﾀｰｹﾞﾉﾑ医療ﾕﾆｯﾄ長

ｸﾘﾆｶﾙﾊﾞｲｵﾊﾞﾝｸ学会 代表理事

岩田 仲生 今泉 和良 シンポジウム 関戸 好孝 愛知県がんセンター研究所 副所長

分子腫瘍学分野 分野長

齋藤 邦明 世古 留美 松尾 恵太郎 愛知県がんセンター研究所

がん予防研究分野・分野長兼

バイオバンク部門長

金田 嘉清 角田 卓也 昭和大学医学部内科学講座

腫瘍内科学部門 主任教授／

昭和大学病院腫瘍センター長

平工 雄介 福井大学学術研究院医学系部門

 環境保健学分野 教授

研究最前線

セミナー

「臨床検体の三次元培養系を基盤とした

    新たながん研究の試み」

岡本 康司 国立がんセンター研究所

がん分化制御解析分野 分野長

52 2020 才藤 栄一 ★ 長崎 弘 * 特別講演 「生体リズムの分子機構」 岡村 均 京都大学 名誉教授

岩田 仲生 杉浦 一充 シンポジウム 村田 茂穂 東京大学大学院薬学系研究科

蛋白質代謝学教室 教授

齋藤 邦明 井平 勝 石井 健 東京大学医科学研究所感染・免疫部門

ﾜｸﾁﾝ科学分野 教授／東京大学国際粘膜

 ﾜｸﾁﾝ開発研究ｾﾝﾀｰ長

金田 嘉清 鈴木 孝治 瀬戸 孝一 学内・研究支援推進本部 産学連携推進

ｾﾝﾀｰ 教授 ／株式会社D&P Labo. 代表

取締役

研究最前線

セミナー

「ｽﾎﾟｰﾂにおけるｱﾝﾁ･ﾄﾞｰﾋﾟﾝｸﾞと

   医科学」

鈴木 秀典 日本医科大学大学院医学研究科

薬理学分野 大学院教授

53 2021 湯澤 由紀夫 ★ 鈴木 元 * 特別講演 「新しい免疫医療に向けて」 坂口 志文 大阪大学免疫学フロンティア研究セ

ンター 実験免疫学分野 特任教授

岩田 仲生 大高 洋平 シンポジウム 佐谷 秀行 慶應義塾大学先端医科学研究所 遺伝子

制御研究部門教授／ 学内・がん医療研

究センター 教授兼センター長

齋藤 邦明 浅田 恭生 田口 歩 愛知県がんセンター研究所 分子診断

トランスレーショナルリサーチ分野

分野長

金田 嘉清 楠本 順子 榎本 篤 名古屋大学大学院医学系研究科･

医学部医学科腫瘍病理学 教授

村井 純子 慶応義塾大学先端生命科学研究所

特任准教授

研究最前線

セミナー

「研究不正を予防するのに大事なこと、

  12の対策」

黒木 登志夫 東京大学 名誉教授 岐阜大学 名誉教

授／日本学術振興会 学術システム研

究センター 顧問

「生命科学から臨床へ」

「がんの多様性と治療戦略」

「癌の発生・進展に関わる諸因子」



名誉会長☆/

学会長★/副会長  演  題 ／テーマ 講演者 所属
回 年度 世話人 /代表*

歴代学術大会の特別講演・シンポジウム・研究最前線セミナーの講演者とその演題

【 過去の学術大会一覧 】

54 2022 湯澤 由紀夫 
★ 村田 貴之 * 特別講演 「新興感染症の征圧を目指して」 河岡 義裕 国立国際医療研究センター 国際ウイル

ス感染症研究センター長／東京大学医

科学研究所 ウイルス感染部門 特任教授

岩田 仲生 白木 良一 シンポジウム 村井 純 慶應義塾大学 教授／内閣官房参与

（デジタル政策担当）

齋藤 邦明 成瀬 寛之 江崎 禎英 社会政策課題研究所 所長／藤田医科大

学 教授

金田 嘉清 大塚 圭 牧野 英哉 indica labs. Inc 日本支部 カントリーマ

ネージャー

橋本 康彦 川崎重工業株式会社 代表取締役社長執

行役員／株式会社メディカロイド取締

役会長

医科学研究

センター

特別講演

「Deciphering the mystery of slDeciphering

the mystery of sleep: toward the molecular

substrate for sleepiness」

柳沢 正史 筑波大学国際統合睡眠医科学研究機

構 機構長/ 教授

「スマートホスピタル構想」


