
第１回 長崎大学‐ヴュルツブルク大学合同シンポジウム 

－日独共同大学院の設立に向けて－ 

長崎大学医学部・大学院医歯薬学総合研究科 
ヴュルツブルク大学医学部・大学院生命科学研究科共催 

会場：長崎大学医学部 

2016年 

5月12日（木）13：00～ 良順会館２F ボードインホール 

5月13日（金）  9：00～ 熱帯医学グローバルヘルス研究棟１F 

                大セミナー室 

特別講演：長崎大学理事・副学長 山下俊一 

 長崎大学医学部とヴュルツブルク大学医学部は1996年から続く学生交流協定及び学術交流協定
により、教職員・研究者交流、学生交流、共同研究、講演・シンポジウム等活発な交流を行って
います。 

 長崎ゆかりのシーボルト先生の出身大学であるヴュルツブルク大学医学部・大学院生命科学研
究科と長崎大学医学部・大学院医歯薬学総合研究科の一層の学術交流を深め、日独共同大学院の
設立を目指すために共に歩む第一歩となるシンポジウムです。 

問い合わせ：長崎大学医学部 研究高度化支援室（MEDURA）  

PHONE：  095-819-8513 

http://www.med.nagasaki-u.ac.jp/medura/ 



第 1回 長崎大学－ヴュルツブルク大学合同シンポジウム 

－日独共同大学院設立に向けて－ 

 

5月 12日（木） 会場：良順会館２F ボードインホール 
 

13：00～13：30 

開会の挨拶： 

長崎大学学長 片峰茂 

長崎大学医学部長・大学院医歯薬学総合研究科長 下川功 

ヴュルツブルク大学医学部長 Matthias Frosch 
 

13：30～14：00 

特別講演：長崎大学理事・副学長 山下俊一 

演題：Comprehensive Health Risk Management after the Fukushima Nuclear Power Plant Accident 

座長：吉浦孝一郎 
 

14：00～16：00 

セッション１．精神神経科学 

座長：小澤寛樹/茅野龍馬 & Jürgen Deckert 

演者・演題： 

小澤寛樹/茅野龍馬・Nutrition and psychiatry in 5D: Depression, Delusion, Developmental disorder, Dementia and 

Disaster 

黒滝直弘・The molecular analysis of psychiatric diseases based on common disease - rare variant hypothesis 

Michael Sendtner・Subcellular neurotrophic signaling for neuronal differentiation and maintenance 

Jürgen Deckert・Individualized medicine for depression and anxiety 

Jens Volkmann・Advances in neuromodulation for treating brain network disorders 

堀江信貴・Stem Cell Transplantation for Experimental Stroke 
 

16：15～18：15 

セッション２．血液学と腫瘍学 

座長：波多智子 & Christoph Reiners 

演者・演題： 

Herrmann Einsele・Hematopoetic Tumors 

今泉芳孝・Adult T-cell leukemia 

Thorsten Bley・CT and MR imaging strategies for assessing multiple myeloma 

Takahiro Higuchi・Targeted Molecular PET imaging 

山崎拓也：Radiotherapy in Nagasaki University Hospital 

福田実・Chemoradiotherapy in Thoracic Oncology 

 

5月 13日（金） 会場：熱帯医学グローバルヘルス研究棟１F 大セミナー室 
 

9：00～10：40 

セッション３．心臓血管学 

座長：前村浩二 & Süleyman Ergün 

演者・演題： 

蒔田直昌・Genome-Wide Approaches to Identify Genetic Risks of Sudden Death in an Inherited Arrhythmia, Brugada 

Syndrome 

Brenda Gerull・Genetics of Arrhythmogenic Cardiomyopathy 

江口正倫・Comprehensive Searching for Circulating mircoRNAs as a Novel Biomarker for Pulmonary Arterial 

Hypertension 

Süleyman Ergün・Vascular adventitial stem and progenitor cells 

工藤崇・Nuclear Cardiology: Beyond perfusion distribution 
 

10：40～10：45 

閉会の挨拶：長崎大学医学部長・大学院医歯薬学総合研究科長 下川功 



長崎大学からの参加者 

 

 

ヴュルツブルク大学からの参加者 
 

名前 所属 

Thorsten Bley 放射線科 教授 

Jürgen Deckert 精神神経科 教授（メンタルヘルスセンター） 

Hermann Einsele ヴュルツブルク大学副学長・第二内科 教授（総合がんセンター） 

Süleyman Ergün 解剖学研究所 教授 

Matthias Frosch ヴュルツブルク大学医学部長・微生物学研究所 教授 

Brenda Gerull 心臓学 教授（総合心不全センター） 

Takahiro Higuchi 核医学 教授 

Andreas Mettenleiter 医学史研究所 講師 

Christoph Reiners 前メディカル ディレクター・核医学 教授 

Michael Sendtner 神経生物学研究所 教授 

Jens Volkmann 神経科 教授 

 

名前 所属 

芦澤 和人 臨床腫瘍学 教授 

江口 正倫 循環器内科 助教 

福田 実 がん診療センター 准教授 

波多 智子 血液内科学 准教授 (原爆後障害医療研究所) 

堀江 信貴 脳外科 講師 

今泉 芳孝 血液内科学 講師 (原爆後障害医療研究所) 

片峰 茂 長崎大学学長 

茅野 龍馬 精神神経科 WHO健康開発総合研究センター 

工藤 崇 アイソトープ診断治療学 教授 (原爆後障害医療研究所) 

黒滝 直弘 精神神経科 准教授 

楠本 優子 精神神経科 

李 桃生 幹細胞生物学 教授 (原爆後障害医療研究所) 

前村 浩二 循環器内科 教授 

蒔田 直昌 分子生理学 教授 

小澤 寛樹 精神神経科 教授 

下川 功  長崎大学医学部長・大学院医歯薬学総合研究科長 

辻 幸臣 分子生理学 講師 

上谷 雅孝 放射線科 教授 

山下 俊一 長崎大学理事・副学長 

山崎 拓也 放射線科 助教 

吉浦 孝一郎 人類遺伝学 教授 (原爆後障害医療研究所) 


