
C2医科学セミナー （選択１単位）                    時間割コード10180 
 

令和３年度医学・生命科学セミナー 

●会場・時間 ： 第2 講義室（医学教育図書棟3 階） 17:30～ 

 

注意：３つのセミナーから８回以上聴講し、かつ、聴講したセミナー１回に関して、セミナー内容に関する１２００～２０００字程度の 
レポートを当該セミナーの世話講座の教授（代表者）に１ヶ月以内に E メールで提出してください。添付ファイルで提出する際 
には、受け取り側が開けない場合もありますので、メール本文中にも同じ内容を記載してください。なお、教員に提出するとき 
は、必ず医学事務チーム教務担当（iyg-igaku-3@jimu.kumamoto-u.ac.jp）宛にも送信してください。 セミナーでは毎回、会場 
入口で出席を確認します。（カードリーダーを使用しますので必ず学生証を持参してください。） 
 

 ※医学教育部ＨＰ下部の「学生・教職員へのお知らせ」→「セミナーについて」のページ 
    （http://www.medphas.kumamoto-u.ac.jp/medgrad/gakunai/seminar/） 
 
 
 
 
 
 

番

号 
実施日（予定） 講師氏名 演  題 勤務先及び職名 世話講座 

1 4 月21 日（水） 太田
おおた

 訓
くに

正
まさ

 

Dysfunction of the 
proteoglycan Tsukushi causes 
hydrocephalus through altered 
neurogenesis in the 
subventricular zone 

九州大学 基幹教育院 幹細胞生物学

分野/教授 
腫瘍医学 

2 5 月12（水） 中村
なかむら

 修
しゅう

平
へい

 
Autophagy in aging and 
disease 大阪大学 高等共創研究院/准教授 幹細胞ストレス学 

3 5 月19 日（水） 奥野
おくの

 浩
ひろ

行
ゆき

 

Activity-dependent gene 
expression and cognitive 
function 

鹿児島大学大学院 生化学・分子生物

学分野/教授 
神経精神医学 

4 6 月9 日（水） 林
はやし

 悠
ゆう

 

Why do we sleep? Insights 
from studies using mouse and 
C. elegans 

京都大学大学院医学研究科・医学部 

生理学研究室/教授 
循環器内科学 

5 7 月7 日（水） 山中
やまなか

 総一郎
そういちろう

 
Chromatin dynamics in 
embryonic germ cell 

東京大学大学院 理学系研究科 生物

科学専攻/准教授 
染色体制御学 

6 7 月14 日（水） 内藤
ないとう

 尚道
ひさみち

 

Mechanism of angiogenesis 
and endothelial cell 
heterogeneity 

大阪大学微生物病研究所情報伝達分野

/准教授 
幹細胞誘導学 

7 9 月1 日（水） 山下
やました

 貴之
たかゆき

 

X-optogenetics and its 
application to deep tissue 
manipulation 

藤田医科大学 医学部 生理学II 講座/教

授 
幹細胞ストレス学 

8 10 月6 日（水） 内山
うちやま

 安男
やすお

 

Three dimensional structures 
of intracellular membrane 
organelles 

順天堂大学大学院医学研究科・老人性

疾患病態・治療研究センター神経疾患

病態構造学講座/特任教授 

生体微細構築学 

9 10 月13 日（水） 影山
かげやま

 龍 一
りょういち

朗
ろう

 
Dynamic transcriptional 
control of neural stem cells 

京都大学 ウイルス・再生医科学研究

所/教授 

血液・膠原病・感染

症内科学 

10 2 月2 日（水） 星野
ほしの

 歩子
あゆこ

 
Exosomes, new players in the 
field of metastasis 

東京工業大学 生命理工学院 生命理

工学系/准教授 
白血病転写制御学 



 
令和３年度名医に学ぶセミナー 

●会場・時間 ： 第2 講義室（医学教育図書棟3 階） 17:30～ 

 
注意：３つのセミナーから８回以上聴講し、かつ、聴講したセミナー１回に関して、セミナー内容に関する１２００～２０００字程度の 

レポートを当該セミナーの世話講座の教授（代表者）に１ヶ月以内に E メールで提出してください。添付ファイルで提出する際 
には、受け取り側が開けない場合もありますので、メール本文中にも同じ内容を記載してください。なお、教員に提出するとき 
は、必ず医学事務チーム教務担当（iyg-igaku-3@jimu.kumamoto-u.ac.jp）宛にも送信してください。 セミナーでは毎回、会場 
入口で出席を確認します。（カードリーダーを使用しますので必ず学生証を持参してください。） 
 

 ※医学教育部ＨＰ下部の「学生・教職員へのお知らせ」→「セミナーについて」のページ 
    （http://www.medphas.kumamoto-u.ac.jp/medgrad/gakunai/seminar/） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

番

号 
実施日（予定）  講師氏名 演  題 勤務先及び職名 世話講座 

1 6 月2 日（水） 片岡
かたおか

 圭
けい

亮
すけ

 
先端ゲノム技術によるリンパ腫の

病態解明 
慶応義塾大学 医学部 血液内科/教授 白血病転写制御学 

2 6 月30 日（水） 那波
な わ

 宏之
ひろゆき

 幻聴・幻覚の神経科学 
新潟大学脳研究所分子脳生物学分野 /

教授 
分子脳科学 

3 7 月21 日（水） 永瀬
ながせ

 浩喜
ひ ろ き

 

Chemical Genome instigators:: 

DNA 副溝結合化合物によるゲノ

ム構造変革の試み 

千葉県立がんセンター研究所/所長 幹細胞誘導学 

4 8 月4 日（水） 森岡
もりおか

 徳光
のりみつ

 

慢性疼痛によるストレスがもたら

す情動・認知機能異常とミクログ

リアの関与 

広島大学大学院 薬効解析科学/教授 神経精神医学 

5 9 月8 日（水） 藤本
ふじもと

 明洋
あきひろ

 
ヒトゲノム変異／多型の同定と機

能的意義の推定 

東京大学 大学院医学系研究科 人類遺

伝子学教室/教授 

血液・膠原病・感染症内

科学 

6 9 月15 日（水） 江川
えがわ

 新一
しんいち

 災害医療の基礎知識 
東北大学 災害科学国際研究所 災害医

療国際協力学分野/教授 
救急・総合診療医学 

7 10 月20 日（水） 大橋
おおはし

 順
じゅん

 
遺伝学的視点から見た日本人の

集団史 

東京大学大学院理学系研究科生物科学

専攻/准教授 
分子脳科学 

8 11 月17 日（水） 佐谷
さ や

 秀行
ひでゆき

 「がんとの戦い 40 年」 
慶應義塾大学医学部先端医科学研究所 

遺伝子制御研究部門/教授 
腫瘍医学 

9 12 月1 日（水） 小村
こ む ら

 豊
ゆたか

 意識を支える脳情報ネットワーク 京都大学 人間・環境学研究科/教授 脳神経外科学 

10 12 月8 日（水） 絹
きぬ

谷
や

 清
せい

剛
ご

 核医学による診断的治療 金沢大学医薬保健研究域・核医学/教授 生体微細構築学 



2021 年度国際先端医学セミナー 
 場所： 国際先端医学研究拠点施設１階ミーティングラウンジ（感染症対策のためオンラインセミナー） 
 時間： 16:30～（原則として水曜日開催。ただし、時間変更の可能性があります） 

 
「国際先端医学セミナー」は国際先端医学研究機構（IRCMS）に所属する研究者または共同研究者によって講義が行われます。
講義は月1回、各研究分野を牽引する研究者により英語にて行われます。本講義では次のような主題について学びます。 
１． 人体において正常な生理機能がどのように維持されているか 

２． これらのシステムがある病理的条件下でどのように制御異常（癌など）を起こすか 

３． 幹細胞が動物の発達と恒常性にとっていかに大切なのか 

４． 幹細胞ベースのアプローチがどのように病気のメカニズムを解明し、癌・老化等幹細胞の機能不全に関する疾患

に対するする治療法を見つけるのに役立つか 

注意：３つのセミナーから８回以上聴講し、かつ、聴講したセミナー１回に関して、セミナー内容に関する１２００～２０００字程度の 
レポートを当該セミナーの世話講座の教授（代表者）に１ヶ月以内に E メールで提出してください。添付ファイルで提出する際 
には、受け取り側が開けない場合もありますので、メール本文中にも同じ内容を記載してください。なお、教員に提出するとき 
は、必ず医学事務チーム教務担当（iyg-igaku-3@jimu.kumamoto-u.ac.jp）宛にも送信してください。 セミナーでは毎回、会場 
入口で出席を確認します。（カードリーダーを使用しますので必ず学生証を持参してください。） 
 

 ※医学教育部ＨＰ下部の「学生・教職員へのお知らせ」→「セミナーについて」のページ 
    （http://www.medphas.kumamoto-u.ac.jp/medgrad/gakunai/seminar/） 

No Schedule Lecturer The title for the lecture Title / Affiliation 

1. April Jinju Han TBA Assistant Professor, Graduate School of Medical 
Science and Engineering, KAIST, Korea 

2. May Injune Kim TBA Associate Professor, Graduate School of Medical 
Science and Engineering, KAIST, Korea 

3. June Masayo Takahashi TBA President, Vision Care, Inc. 

4. July Brenda Bloodgood TBA Associate Professor, Division of Biological Sciences, 
University of California, San Diego, USA 

5. August Masahiro Shin TBA 
Assistant Professor, Department of Molecular, Cell 
and Cancer Biology, University of Massachusetts 
Medical School, USA 

6. September Paola Betancur TBA 
Assistant Professor, Department of Radiation 
Oncology, University of California, San Francisco, 
USA 

7. October Nina Cabezas-
Wallscheid TBA 

Group Leader, Max Planck Institute of 
Immunobiology and Epigenetics, Germany (Visiting 
Associate Prof., IRCMS) 

8. October Roland Huber 
The intersection of Structure and 

Genomics: Functional RNA 
Structures in Viral Genomes 

Assistant Principal Investigator, Bioinformatics 
Institute, Biomedical Sciences Institutes, Agency for 
Science, Technology and Research (A*STAR), 
Singapore 

9. November Zilong Wen TBA Professor, Division of Life Science, The Hong Kong 
Univ of Science and Technology, China 

10. December Jay Shin TBA 
Team Leader, Laboratory for Advanced Genomics 
Circuit, RIKEN Center for Integrative Medical 
Sciences, Japan 

11. January Xinyang Zhao TBA 
Associate Professor, Department of Biochemistry 
and Molecular Genetics, School of Medicine, The 
University of Alabama at Birmingham, USA 

12. February Fabiana Perna TBA 
Associate Professor, Division of 
Hematology/Oncology, School of Medicine, Indiana 
University, USA 

13. March Ly Vu TBA 
Assistant Professor, Department of Molecular 
Biology and Biochemistry, Simon Fraser 
University, Canada 



C2医科学セミナー（「医学・生命科学セミナー」、「名医に学ぶセミナー」および 

「国際先端医学セミナー」）レポートの作成要領 
 
 
３つのセミナーをあわせて８回以上聴講し、かつ、聴講したセミナー１つに関して、セミナー内容に関する１２００～２

０００字程度のレポートを当該セミナーの世話講座の教授（代表者）に１ヶ月以内にEメールで提出してください。添付フ

ァイルで提出する際には、受け取り側が開けない場合もありますので、メール本文中にも同じ内容を記載してください。な

お、教員に提出するときは、必ず医学事務チーム教務担当（iyg-igaku-3@jimu.kumamoto-u.ac.jp）宛にも送信してくださ

い。セミナーでは毎回、会場入口で出席票を配布しますので、日時と氏名などを記入のうえ必ず提出してください。 

 
 

大学院医学教育部・医科学専攻(修士課程)  

「医学・生命科学セミナー」、「名医に学ぶセミナー」および「国際先端医学セミナー」レポート 

受 講 生：学年   学生番号     所属講座    氏名 

講 演 演 題 名： 

講 師： 

講 演 日 時：     年  月  日（  曜）   

講 演 会 場： 

レポート：   以下に１２００～２０００字程度のレポートを記載 

 
※ このレポート様式は、医学教育部 HP「学生・教職員へのお知らせ」→「セミナーについて」のページ

（http://www.medphas.kumamoto-u.ac.jp/medgrad/gakunai/seminar/）からダウンロードできます。 

 


