
第２４回 日本病態生理学会 大会 日程表

［ 第１日目 平成２６年８月８日（金） ］

A 会場 ［国際会議室（２階）］

9:00 

10:00 

11:00 

12:00 

13:00 

14:00 

15:00 

16:00 

17:00 

活性化委員長あいさつ13:00

13:10

14:30

14:45

16:05

16:45

17:00

サテライトセミナー＆ディスカッション１
「痛いの痛いの飛んでいけ：ゲートコントロール説の神経回
路に重要である脊髄後角神経細胞の解析」

座長： 橋本 弘史 （産業医科大学）
演者： 八坂 敏一 （佐賀大学）

サテライトセミナー＆ディスカッション２
「ニューヨーク大学での留学経験について」

座長： 藤原 広明 （産業医科大学）
演者： 小野 堅太郎 （九州歯科大学）

総合討論・まとめ

サテライトセミナー懇親会
会場：パッソデルマーレ（２階）

18:30

理事会
会場：リーガロイヤルホテル小倉（４階「松」）

理事会懇親会
会場：リーガロイヤルホテル小倉

（26階「シャンボール」）

20:00



第２４回 日本病態生理学会 大会 日程表

［ 第２日目 平成２６年８月９日（土） ］

A 会場 ［国際会議室（２階）］ B 会場 ［２１会議室（２階）］

9:00 

10:00 

11:00 

12:00 

13:00 

14:00 

15:00 

16:00 

17:00 

18:00 
懇親会 会場：リーガロイヤルホテル小倉 シャンボール

病態生理シンポジウム
『不整脈疾患の病態生理』

11:00

8:55 ~ 開会の辞

活性化委員会
7:00

8:30

9:00

座長： 小野 克重 （大分大学）
高橋 尚彦 （大分大学）

演者： 堀江 稔 （滋賀医科大学）
高橋 尚彦 （大分大学）
熊谷 浩一郎 （福岡山王病院）
安部 治彦 （産業医科大学）

特別講演
『オキシトシンと社会性行動：分泌のメカニズム
と自閉症治療への臨床応用の現段階』

座長： 上田 陽一 （産業医科大学）
演者： 東田 陽博 （金沢大学）

ランチタイムセミナー
『がん悪液質の病態と治療の進歩』

座長： 山下 博 （松尾病院）
演者： 乾 明夫 （鹿児島大学）

12:00

13:00

14:00

15:00

16:15

奨励賞候補口演
座長： 石川 義弘 （横浜市立大学）

学生セッション

一般口演５ 『循環』
座長： 吉村 道博

（東京慈恵会医科大学）

一般口演１ 『中枢神経』
座長： 和田 圭司
（国立精神神経医療研究センター）

9:00

10:15 一般口演２ 『血液・血管』

12:00

評議員会

一般口演３ 『疾患病態』
座長： 田中 悦子

（静岡県立総合病院）

14:00

15:30

一般口演４ 『神経・筋肉』
座長： 椎名 貴彦 （岐阜大学）

16:30

17:45

ちょっと待った セミナー
『 脳科学におけるグリア研究の応用 』

座長： 野田 百美 （九州大学）
演者： 桂林 秀太郎 （福岡大学）

上土井 太志 （九州大学）

17:45

細見記念講演
『UT-Heart, 基礎と臨床をつなぐ

マルチスケール心臓シミュレータ』
座長： 高木 都 （奈良県立医科大学）
演者： 杉浦 清了 （東京大学）

18:00 ~

座長： 上嶋 繁 （近畿大学）

座長： 平山 晴子 （岡山大学）

佐野 有希 （岐阜大学）



第２４回 日本病態生理学会 大会 日程表

［ 第３日目 平成２６年８月１０日（日） ］

A 会場 ［国際会議室（２階）］ B 会場 ［２１会議室（２階）］

9:00 

10:00 

11:00 

12:00 

13:00 

14:00 

15:00 

16:00 

メインホール（１階）

病態生理教育シンポジウム
『病態生理を基盤とした多職種連携』

8:30 

『病態生理学を熱く語ろう！』
モーニングレクチャー

座長： 志水 泰武 （岐阜大学）
演者： 森田 啓之 （岐阜大学）

9:00 

11:00 

12:00 閉会の辞

座長： 佐久間 康夫 （東京医療学院大学）
秋山 純和 （人間総合科学大学）

演者： 巴 美樹 （九州女子大学）
岡田 忍 （千葉大学）
山野 薫 （宝塚医療大学）
前新 直志 （国際医療福祉大学）

教育講演
『心血管ホルモン研究の展開

−その発見から臨床応用』
座長： 河南 洋 （リカバリーセンターひびき）
演者： 平田 結喜緒 （先端医療センター病院長）

市民公開講座

『リハビリテーションと骨の健康を考える』
座長： 上田 陽一 （産業医科大学）
演者： 蜂須賀 研二

（門司メディカルセンター病院長）

13:00 

大西 英生
（門司メディカルセンター整形外科部長）

15:00 

健康イベント
骨密度測定など
会場：イベントホール

9:00 

10:30 

一般口演６ 『炎症』
座長： 芝本 利重 （金沢医科大学）


