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(Fields and Subfields)

(Major) Fields Subfields

Human Science
Organ Anatomy and Nanomedicine

Orthopedic Surgery

Neuroscience

Neuroanatomy

Physiology

Neuropsychiatry

Clinical Neuroscience

Neurology

Neurosurgery

Anesthesiology

Stress and Bio-response 
Medicine

Legal Medicine

Acute and General Medicine

Environmental, Humanity 
and Health System Science

Systems Bioinformatics

Public Health and Preventive Medicine

Medical Education

Radiological and 
Pathological Science

Pathology

Radiology

Radiation Oncology

Reproductive and 
Developmental Medicine

Pediatrics

Obstetrics and Gynecology

Epithelial Intelligent and 
Analytical Medicine Science

Urology

Oral and Maxillofacial Surgery

Otolaryngology

Dermatology

Ophthalmology

Biomedical and 
Biomolecular Sciences

Systems Biochemistry in Pathology and Regeneration

Genomics and Molecular Analysis

Pharmacology

Clinical and Biomedical 
Information Science

Oncology and Laboratory Medicine

Respiratory Medicine and Infectious Disease

Medical Informatics and Decision Sciences

Clinical Pharmacology

Bio-Signal Analysis

Biochemistry and Molecular Biology

Immunology

Endocrinology, Metabolism, Hematological Sciences and 
Therapeutics

Medical Bioregulation

Molecular and Cellular Physiology

Medicine and Clinical Science

Surgery and Clinical Science

Department of Molecular 
Science and Applied 

Medicine

Molecular Pathology

Gastroenterology and Hepatology

Gastroenterological, Breast and Endocrine Surgery

(Center for Gene Research)
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Qualifications for Applicants:
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Special Examination for Foreign Student

Applicants who are not Japanese nationals and must meet the following requirements.
(1)
(2) One of the following requirements.

distancelearning while residing in Japan and should have obtained a degree in medicine, 

confirmation of the relevant qualifications prior to the application process. For further 
information, please refer to 3. (page 8)
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Overview of Entrance Examination:

(1) Kind of examination

(2) Implementation period of examination

is cancelled due to inclement weather.

(3) Schedule

※ Please consult your prospective academic adviser regarding the intended research and study 

program as early as possible before the application period.

～

Application Period ～

Announcement of Results

Admission Period ～

～

Application Period ～

Announcement of Results

Admission Period ～

～

Application Period ～

Announcement of Results

Admission Period ～

 

Be sure to check the dates and details of the entrance examination.
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Application Procedures:

Please consult your prospective academic adviser regarding the intended research and study 

program as early as possible before the application period.

(1) Application Period

periods.

(2) Application Documents

Application form Fill in the prescribed form (interleaf).

Photograph Form and
photograph (taken within the last 3 months); the photograph 

should show the applicant facing the camera without a hat with 

courses.

Recommendation Letter

Proof of Japanese 

in the Japanese language, such as test results.

Fill in the prescribed form (interleaf).

Academic Achievements

of previous work relevant to the proposed research plan.

Application Fee

correspondence. (interleaf).
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　(3) Application Process

(4) Application mailing address

(5)  Return of the application fee

documents.

(b) Refund claims methods

If  or 

document and send it to the department below. 

If  applies, we will enclose "Fee refund bill" together with the application forms and 

Inquiries about fee refunds
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Confirmation of Qualification:

(1) Necessary documents

Fill in the prescribed form (interleaf).

or previous work 
Fill in the prescribed form (interleaf).

undergraduate courses.

Research Plan Fill in the prescribed form.

(2) Application Period

(3) Application mailing address

(4) Interview

the documents.
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(5) Announcement of Results

(6) Application procedures

Screening:

General Selection (Japanese Only)

　Applicants will be selected based on an examination and the evaluation of the submitted 

documents.

　(1) Examination Subjects:

　　

　　

　(2) Examination Date:

　

　　

　　 ～ 　

　　 ～ 　

　

　　

　　 ～ 　

　　 ～ 　

Special Selection for Adult Students (Japanese Only)

(1) Examination Subjects:

)
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　(2) Examination Date:

　

　　  

　　 ～ 　

　　 ～ 　

   An interview

　

　　

　　 ～ 　

　　 ～ 　

   An interview

  

Special Selection for foreign students

(1) Examination Subjects:

　(2) Examination Date:

　

　　  

　　 ～ 　

　　 ～ 　

   An interview

　

　　

　　 ～ 　

　　 ～ 　

   An interview

  

Examination Place:
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Announcement of Results:

　

　

Admission Procedures:

(1) Period

period.

(2) Place

(3) Fees

Admission Fee (to be paid during the entrance procedure)

Tuition (to be paid after entrance)

　　　

　　　

transfer request form.
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Others:

  Zip code, address, and phone number

examination 

 Others  Attached documents (medical 

for consultation).

．

and tuition fees.

Notes:

exam admission ticket, a pencil, an automatic pencil, an eraser, a pencil sharpener (except 

There is no clock in the testing room. Please make sure to bring a watch (clock function 

mobile phones before entering a testing room or an interview waiting room.

has been received.
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参考：2019(平成31)年度履修の手引き

Ⅳ．履修の手引き

○ 履 修 方 法

１．単位の修得

修了要件は，医学系研究科（医学博士課程）に４年以上在学し，専攻共通科目から必修科目を含め

12 単位以上，専門科目から８単位以上，特別研究８単位を修得し，30 単位以上修得した上で，かつ学

位論文（博士）の審査及び最終試験に合格すること。

なお，専門科目の履修については，コースに応じ，以下のとおり履修することとする。

【基礎・社会医学コース】

　基礎医学系科目群及び社会医学系科目群の中から８単位以上を修得する。

【臨床医学コース】

　臨床医学系科目群から８単位以上を修得する。

授業種別 授業科目 概　　　　　　　　　　要
選択
・
必修

単
位

要　　件

専攻共通科目
（全学共通科目）

研究者行動
規範特論

研究不正に関する具体的事例（論文改ざん，盗用，利
益相反，不正経理等）を踏まえ，「研究者の責任ある
行動」として共通に認識されている規範や倫理観に基
づいて研究を実践することの重要性を理解する。

必修 1
専攻共通科
目から必修
科目を含め
12 単 位 以
上履修する
こと

知的財産特
論

研究開発や商品製造過程で必要とする知的財産に関し
て，知識獲得並びに調査・分析等の実務能力の基本を
学ぶ。（特許・実用新案，商標，意匠，著作権，不正
競争防止法等）

必修 1

サイエンティ
フィック・ライ
ティング

科学的な考え方に基づくアイデアや企画・提案を科学
的に記述する技術（自然科学系論文の構成，パラフ
レーズや要約の方法，参考文献の引用方法，文献リス
トの作成方法等）について学ぶ。

選択 1

プ レ ゼ ン
テーション
特論

プレゼンテーションの目的と意義を理解し，効果的な
プレゼンテーションを行うため技術（発表の構成の仕
方，視覚資料の作成方法，態度，時間管理，質問に対
する対応等）について学ぶ。

選択 1

専攻共通科目

最先端医学
研究科目

認定された学会，講演会等への１回の出席に対し２ポ
イント，発表者として出席した場合は４ポイントを与
え，合計30ポイント以上の取得が必要になります。

必修 2

医学共通基
礎科目

医学分野における実験実習等の研究活動に必要とされ
る特殊，あるいは，専門的な考え方および実験手技，
分析方法，データ解析法などについて学習する。基盤
系講座により15題目の講義が開講されます。 

必修 2

医学倫理学
特論

医学倫理に関連する講義の実施および研修会等への出
席により理論的，実践的な医学倫理の教育を行う。

必修 2

トランスレー
ショナルリ
サーチ特論

大学の基礎研究や臨床研究で生まれた研究成果を知財
化及び産業化させるプロセス(知的財産権・ベン
チャー・企業・行政など)を講義し，プロジェクトを
実際に実行する際に必要となるプロジェクト・マネー
ジメント手法の一助とする。これらの一連の講義を通
して，研究と社会を結ぶトランスレーショナルリサー
チの現状と課題を学習する。

必修 2

トランスレー
ショナルリ
サーチ演習

基礎系・社会系・臨床系研究者及び企業家を交え，今
まで探究してきた研究成果をディベートし，臨床応用
への道並びに新たな研究プロジェクトを探索する。一
連の演習を通して，個々のプロジェクトの優越性や改
善点を抽出し，橋渡し研究のプロセスを体験する。

必修 2
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参考：2019(平成31)年度履修の手引き

○カリキュラム履修上の注意について

医学博士課程のカリキュラムについて，下記の点を補足します。

在学中に修了するためには，計画的な履修と，研究活動が必要です。

研究活動不正 (P38）防止や，研究活動を進める上で必要な科目がありますので，１年目および２年

目に授業科目を履修し，学位論文提出までの進め方を指導教員や，学務課とよく確認してください。な

お，不明な点は早めに確認をしてください。

また，各科目の会場や詳細，連絡事項は，研究科のホームページに時間割等として掲載するか，お知

らせとして表示します。その際に学生用の大学院入学時に割り振られたメールアドレスに連絡事項を送

りますので，必ず受信できるように設定してください。

（1）専攻共通科目（全学共通科目）について

　　必修科目及び選択科目として，大学院教育センター（全学組織）が開設する科目があります。

　　全学共通科目となりますので，開講時間や開催教室にご注意ください。

　　遠隔講義形式で開催することがあります。

（2）最先端医学研究科目

原則として，学内において公開で開催される国際医学交流基金講演会及び最先端医学研究科目と

して認定された講演会，セミナー，学会等が対象になります。

講演会等の開催案内は，主催者が最先端医学研究科目の認定印を押印したポスターの配布を行っ

ています。

なお，国際，全国及び地方学会等への出席も，指導教員の承認により，最先端医学研究科目とし

て認定されます。

　認定方法は，認定された学会，講演会等への１回の出席に対し２ポイント，発表者として出席し

た場合は４ポイントを与え，合計30ポイント以上の取得が必要になります。

・手帳を入学時に渡します。必ず受講時に，講義の責任者の印を受領してください。

・紛失しないように注意してください。

・30ポイント以上取得した際に学務課へ手帳を持参して単位認定の手続きを申し出てください。

・ポイントの２倍を成績の評点とします。

（3）その他共通科目について

下記表のとおり取扱しています。詳細な表はホームページに掲載しています。

シラバスも併せて確認するようにしてください。

　URL：http://www.med.yamaguchi-u.ac.jp/graduate/curriculums/

専　門　科　目

コースに応じ，以下のとおり履修すること。
【基礎・社会医学コース】
　基礎医学系科目群及び社会医学系科目群の中から８
単位以上を修得する。
【臨床医学コース】
　臨床医学系科目群から８単位以上を修得する。

必修 8単位以上

特　別　研　究
医学に関連した研究テーマに対して，指導教員の指導
下に研究を進める。

必修 8 8 単位

単　　位　　数　　合　　計 ３０単位以上
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参考：2019(平成31)年度履修の手引き
医学専攻共通科目授業取扱について

評価方法 欠席等

医学共通基礎科目
15題目の各講義を受講すること。
すべて受講後にテスト（英語）を実施
テスト及び受講状況をみて総合的に判断

欠席する場合事前にメールで連絡すること。
毎年度同じ題目が開催されるので，同じコマ
を翌年度以降に受講できる。

医学倫理学特論

通常講義と，指定の学内研修会への出席
が必要。
すべて受講後にテストを実施
テスト及び受講状況をみて総合的に判断

欠席する場合事前にメールで連絡すること。
通常授業は，毎年度同じ題目が開催されるの
で，同じコマを翌年度以降に受講できる。

トランスレーショ
ナルリサーチ特論

すべて受講後にテストを実施
テスト及び受講状況をみて総合的に判断

欠席する場合事前にメールで連絡すること。
（1）特論の導入部分のＵＲＡ室，外部講師，
臨床薬理学講座の各コマ（総論）を欠席した
場合は翌年度受講し，テストを提出。
（2）その他の講義は欠席者はレポートを提出。
両方で5コマ分まで対応し，超えた場合は欠
格となる。

トランスレーショ
ナルリサーチ演習

※トランスレーショナルリサーチ特論の
単位修得後に受講可能となる。
すべて受講後にテストを実施
テスト及び受講状況をみて総合的に判断

欠席する場合事前にメールで連絡すること。
（1）ＵＲＡ室，外部講師，臨床薬理学講座の
各コマ（総論）を欠席した場合は欠格。
（2）その他のコマは個別対応となる。

特別研究
課題への対応と，実施状況のポートフォリオ(下記（5））への記載提出をもって評価（在籍期
間中は毎年度提出のこと）※休学中は基本不要ですが活動内容があれば記載

（4）留学生について（ For international students ）

　　英字版の履修手引きを研究科ホームページに掲載しています。

　　（ Course guidelines in English are available at the homepage of Graduate School of Medicine. ）

　　授業は日本語で実施されるものがほとんどになります。詳細はシラバス（山口大学トップペー

ジ（URL）から，メニュー「在学生のみなさまへ」＞「シラバス」　※リンク先の場所は日本語版

になります。）をご確認ください。

　　なお，一部の科目では英語で実施します。

　　履修される上で受講に問題がある場合は学務課へお知らせください。

　　Most classes are conducted in Japanese. Details are shown in the syllabus linked from 

Yamaguchi University HP ‒ 「在学生の皆様」－「シラバス」in Japanese. 

　　There are several classes conducted in English.

　　If you have any questions, please contact Educational Aff airs Offi  ce. 

（5）ポートフォリオについて

　　医学系研究科では，自身の自己点検評価の目的を兼ねて年度ごとの教育・研究成果をポートフ

ォリオとして作成・提出することとしております。

　　詳細および様式については，下記ホームページをご確認ください。

　　URL：http://www.med.yamaguchi-u.ac.jp/graduate/curriculums/
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参考：2019(平成31)年度履修の手引き

２．履修登録

⑴　学生は，学期始めに履修科目について指導教員と相談の上，履修しようとする授業科目を決定し，

指導教員の承認を受けてから，所定の履修登録期間内にweb による履修登録を行ってください。

⑵　登録をした授業科目以外の科目については，授業を受けることも，試験を受けることもできませ

ん。したがって，単位を修得することもできません。

⑶　病気等のやむを得ない事情により，定められた期間中に登録の手続きができなかった場合には，

学務課大学院教務係に届け出て指示を受けてください。

⑷　やむを得ない事情により，登録期間後に履修する授業科目を追加する必要が生じた場合には，指

導教員及び授業担当教員の承認を得て学務課大学院教務係に届け出てください。

⑸　大学院設置基準第 14 条の適用を受けて入学した社会人が夜間開講を希望する場合には，当該学

期開始前に指導教員及び授業担当教員と相談してください。

⑹　専門科目は履修登録後，学生から授業担当教員（講座）に受講希望の連絡をしてください。

３．試　　験

試験は，期末試験と，適宜に授業担当教員が行う臨時試験とがあります。シラバスを確認の上，

授業担当教員の指示に従ってください。

⑴　成績の判定

　成績の判定は100点法により行い，60点以上を合格とし，59点以下は不合格とします。その評価

は秀，優，良，可及び不可の標語をもって表し，秀を100点～90点，優を89点～80点，良を79点～

70点，可を69点～60点，不可を59点以下とします。可以上のものに，その授業科目の単位が与えら

れます。

一度合格した授業科目については，本人の希望によりその単位を取り消すことも再び履修するこ

ともできません。

⑵　成績

成績は，修学支援システムの成績照会で確認してください。その他不明な点は，学務課大学院教

務係に問い合わせてください。

４．在学期間

医学博士課程の標準修業年限は４年とし，休学期間は含まれません。

最長在学期間は８年とし，休学期間は在学期間に算入されます。

なお，「長期履修学生」となることを許可された学生は，標準修了年限を超えて履修・修了する

ことが可能です。
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参考：2019(平成31)年度履修の手引き
５．課程修了及び学位授与

課程修了の要件は，山口大学大学院学則に基づき，本研究科に４年以上在学し，所定の単位を

修得し，かつ，必要な研究指導を受けたうえ，独創的な研究に基づく学位論文を提出してその審

査及び学位論文を中心とする最終試験に合格することとなっています。

ただし，優れた研究業績を上げたと認められた場合は，３年以上在学すれば足りるものとしています。

課程を修了した者には，博士（医学）の学位を授与します。
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研究
領域

講　　座　　名
指導教員(代表) 主　な　研　究　課　題　・　発　表　代　表　論　文

人

体

機

能

統

御

学

器官解剖学講座

（旧解剖学第一講座）

教授　中村　教泰

http://ds.cc.yamaguchi-u.ac.jp/̃nanomed1/

主な研究課題

・多機能ナノ粒子を用いた細胞のイメージングと機能解析: マクロファージ特異性の解明等

・生体から器官，組織，細胞，細胞内小器官レベルへ至るイメージング技術の開発: 近赤外蛍光イメージ

ング，MRI，X線CT，蛍光顕微鏡，電子顕微鏡を用いて

・診断と治療の一体化 (Theranostics) による革新的医療の開発: ドラッグデリバリーシステム，光線力学

的治療，中性子捕捉治療，磁場/光線温熱治療を用いて

発表代表論文

1）Nakamura M. Organosilica Nanoparticles and Medical Imaging. The Enzymes, 44, 137-173, 2018. 

2）Nakamura M, et al. Mesoscopic Multimodal Imaging Provides New Insight to Tumor Tissue 

Evaluation: An Example of Macrophage Imaging of Hepatic Tumor using Organosilica Nanoparticles. 

Scientifi c Reports, 7, 3953-, 2017.

3）Hayashi K, et al. One-Pot Synthesis of Dual Stimulus-responsive Degradable Hollow Hybrid 

Nanoparticles for Image-guided Trimodality Therapy. Advanced Functional Materials, 26, 8613-8622, 

2016. 

4）Nakamura M, et al. Identifi cation of polyethylene glycol-resistant macrophages on stealth imaging in 

vitro using fl uorescent organosilica nanoparticles. ACS nano, 9, 1058-1071, 2015.

5）Hayashi K, et al. Photostable iodinated silica/porphyrin hybrid nanoparticles with heavy-atom eff ect 

for wide-fi eld photodynamic/photothermal therapy using single light source. Advanced Functional 

Materials, 24, 503-513, 2014.

6）Nakamura M, et al. Time-lapse fluorescence imaging and quantitative single cell and endosomal 

analysis of peritoneal macrophages using fl uorescent organosilica nanoparticles. Nanomedicine: NBM, 

9, 274-283, 2013.

7）Nakamura M, et al. Thiol-organosilica particles internally functionalized with propidium iodide as a 

multicolor fluorescence and X-ray computed tomography probe and application for non-invasive 

functional gastrointestinal tract imaging. Chemistry of Materials, 24, 3772-3779, 2012.

高

次

神

経

科

学

神経解剖学講座

（旧解剖学第二講座）

教授　篠田　　晃

主な研究課題

・斑点小体stigmoid bodyと神経変性疾患関連遺伝子の発現と機能

・ステロイドとモノアミンの脳内作用形態

・辺縁系と嗅覚系を中心とした情動機能

発表代表論文

1）Wroblewski G, Islam MN, Yanai A, Jahan MR, Masumoto KH, and Shinoda K : Distribution of HAP1-

immunoreactive  cells in the retrosplenial-retrohippocampal area of adult rat brain and its application 

to a refi ned neuroanatomical understanding of the region. Neuroscience 394 （2018） 109-126

2）Islam MN, Takeshita Y, Yanai A, Imagawa A, Jahan MR, Wroblewski G , Nemoto J, Fujinaga R, and 

Shinoda K ： Immunohistochemical analysis of huntingtin-associated protein 1 in adult rat spinal cord 

and its regional relationship with androgen receptor. Neuroscience 340（2017）201-217

3）Jahan MR, Kokubu K, Islam MN, Matsuo C, Yanai A, Wroblewski G, Fujinaga R, and Shinoda K：

Species diff erences in androgen receptor expression in the medial preoptic and anterior hypothalamic 

areas of adult male and female rodents. Neuroscience 284（2015）943-961

4）Islam MN, Fujinaga R, Yanai A, Jahan MR, Takeshita Y, Kokubu K, Shinoda K：Characterization of 

the "sporadically lurking HAP1-immunoreactive（SLH）cells" in the hippocampus, with special 

reference to the expression of steroid receptors, GABA, and progenitor cell markers.Neuroscience. 

2012 May 17；210：67-81.

5）Fujinaga R, Takeshita Y, Yoshioka K, Nakamura H, Shinoda S, Islam MN, Jahan MR, Yanai A, 

Kokubu K, Shinoda K：Intracellular colocalization of HAP1/STBs with steroid hormone receptors 

and its enhancement by a proteasome inhibitor. Exp Cell Res. 2011 Jul 15；317（12）：1689-1700.

6）Zhao C, Fujinaga R, Tanaka M, Yanai A, Nakahama K, Shinoda K：Region-specifi c expression and 

sex-steroidal regulation on aromatase and its mRNA in the male rat brain：Immunohistochemical 

and in situ hybridization analyses J Comp Neurol. 2007 Jan 20；500（3）：557-573.

7）Takeshita Y, Fujinaga R, Zhao C, Yanai A, Shinoda K：Huntingtin-associated protein 1（HAP1）

interacts with androgen receptor（AR）and suppresses SBMA- mutant-AR-induced apoptosis. Hum 

Mol Genet. 2006 Aug 1；15（15）：2298-2312.

医学系研究科医学専攻各研究領域及び主な研究課題
　医学博士課程・医学専攻

参考：2019(平成31)年度履修の手引き
５．課程修了及び学位授与

課程修了の要件は，山口大学大学院学則に基づき，本研究科に４年以上在学し，所定の単位を

修得し，かつ，必要な研究指導を受けたうえ，独創的な研究に基づく学位論文を提出してその審

査及び学位論文を中心とする最終試験に合格することとなっています。

ただし，優れた研究業績を上げたと認められた場合は，３年以上在学すれば足りるものとしています。

課程を修了した者には，博士（医学）の学位を授与します。
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研究
領域

講　　座　　名
指導教員(代表) 主　な　研　究　課　題　・　発　表　代　表　論　文

器

官

制

御

医

科

学

分 子 細 胞

生 理 学 講 座

(旧生理学第一講座)

教授　小林　　誠

http：//ds.cc.yamaguchi-u.ac.jp/̃lily/
主な研究課題
・血管平滑筋収縮を制御する細胞内シグナル伝達機構の解明
・細胞遊走（血管平滑筋細胞および腫瘍細胞）を制御する細胞内シグナル伝達機構の解明
・機能プロテオミクスによる，血管平滑筋異常収縮（血管攣縮や高血圧症など）の新規シグナル分子の同定
・機能プロテオミクスによる，細胞遊走（血管平滑筋細胞および腫瘍細胞）の新規シグナル分子の同定
・細胞内急速導入法による，新規シグナル分子の血管平滑筋異常収縮における役割の直接的検証
・血管平滑筋異常収縮シグナル伝達における，細胞膜マイクロドメインの役割の解明
・血管平滑筋異常収縮を特異的に抑制する天然物由来成分の探索
・細胞遊走（血管平滑筋細胞および腫瘍細胞）を特異的に抑制する天然物由来成分の探索
・ストレスファイバー形成と細胞遊走（血管平滑筋細胞および腫瘍細胞）にかかわる新規シグナル分子の探索
発表代表論文
1）Zhang et al., Add-on therapy with traditional Chinese medicine： An effi  cacious approach for lipid 
metabolism disorders. Pharmacological Research, 134 ： 200-211, August 2018

2）Kawamura et al., The nutritional characteristics of the hypotensive WASHOKU-modified DASH 
diet： a sub-analysis of the DASH-JUMP study Current hypertension reviews, Volume14, 2018. DOI： 

3）Zhang et al., Omega-3 and omega-6 DPA equally inhibit the sphingosylphosphorylcholine-induced 
Ca2+-sensitization of vascular smooth muscle contraction via inhibiting Rho-kinase activation and 
translocation. Scientifi c Reports, 7, Article number： 36368, 2017

4）An et al., Phosphorylation of the Kinase Domain Regulates Autophosphorylation of Myosin IIIA and 
Its Translocation in Microvilli. Biochemistry, 53（49）： 7835‒7845, 2014

5）Xu et al., Sphingosylphosphorylcholine induces stress fiber formation via activation of Fyn-RhoA-
ROCK signaling pathway in fi broblasts. Cellular Signalling, 24：282-289, 2012

6）Xu et al., Involvement of Fyn tyrosine kinase in actin stress fi ber formation in fi broblasts. FEBS 
letters, 581（27）： 5227-5233, 2007

7）Morikage et al., Cholesterol primes vascular smooth muscle to induce Ca2+ sensitization mediated by 
a sphingosylphosphorylcholine-Rho-kinase pathway： possible role for membrane raft. Circulation 
Research 99（3）： 299-306, 2006

8）Nakao et al., Involvement of Src family protein tyrosine kinases in Ca2+ sensitization of coronary 
artery contraction mediated by a sphingosylphosphorylcholine-Rho-kinase pathway. Circulation 
Research 91（10）： 953-960, 2002

9）Shirao et al., Sphingosylphosphorylcholine is a novel messenger for Rho-kinase-mediated Ca2+ 
sensitization in the bovine cerebral artery: unimportant role for protein kinase C. Circulation 
Research 91（2）: 112-119, 2002

高

次

神

経

科

学

神経生理学講座

（旧生理学第二講座）

教授　美津島　大

http://ds.cc.yamaguchi-u.ac.jp/̃seiri2/

主な研究課題

・海馬学習の分子メカニズムとシナプス可塑性

・運動学習の分子メカニズムとシナプス可塑性

・エピソード記憶に関連する海馬と前頭前野新皮質の機能

発表代表論文

1）Sakamoto Y et al., Learning Promotes Subfield-Specific Synaptic Diversity in Hippocampal CA1 

Neurons. Cerebral Cortex, in press.

2）Kida H et al., Mechanisms of motor learning mediated by synaptic plasticity in rat primary motor 

cortex. Neurosci Res. 128:14-18., 2018

3）Kida H et al., Slice Patch Clamp Technique for Analyzing Learning-Induced Plasticity. J Vis Exp., 11;

（129）. doi: 10.3791/55876, 2017.

4）Mitsushima D. Synaptic diversity and quantifi cation of intra-hippocampal contextual memory. Neurol 

Neurother 2（2）: 000113, invited review, 2017.

5）Mitsushima D. Learning-induced synaptic diversity and quantifi cation of intra-hippocampal entropy. J 

Psychol Clin Psychiatry, 8（1）: 00471, doi: 10.15406/jpcpy.2017.08.00471, invited review, 2017.

6）Kida H et al., Motor Training Promotes Both Synaptic and Intrinsic Plasticity of Layer II/III 

Pyramidal Neurons in the Primary Motor Cortex. Cereb Cortex, 26（8）:3494-507, 2016

7）Hosokawa et al., Stoichiometry and phosphoisotypes of hippocampal AMPA-type glutamate receptor 

phosphorylation. Neuron, 85（1）: 60-67, 2015.

8）Takase K, et al.. Developmental trajectory of contextual learning and 24-h acetylcholine release in the 

hippocampus. Scientifi c Reports, 4, 3738 doi:10.1038/ srep03738, 2014.

9）Mitsushima D et al.. A cholinergic trigger drives learning-induced plasticity at hippocampal synapses. 

Nature Communications, 4:2760 doi: 10.1038/ ncomms3760, 2013.

10)Mitsushima D et al.. Contextual learning requires synaptic AMPA receptor delivery in the 

hippocampus. Proc Natl Acad Sci USA, 108: 12503-12508, 2011.

11)Mitsushima D et al.. Gonadal steroids maintain 24-h acetylcholine release in the hippocampus: 

organizational and activational eff ects in behaving rats. J Neurosci, 29: 3808-3815, 2009.
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研究
領域

講　　座　　名
指導教員(代表) 主　な　研　究　課　題　・　発　表　代　表　論　文

生

体

情

報

医

科

学

システムズ再生・

病態医化学講座

（旧生化学第一講座）

教授　清木　　誠

http://ds.cc.yamaguchi-u.ac.jp/̃biochem1/

主な研究課題

・ヒト疾患3Dオルガノイドと疾患モデル動物を用いた病態 および　発生・再生メカニズムの解析

・YAP重力応答による臓器拡大のメカニズムの解析

・多階層シングルセル・システムバイオロジー解析による 

・ がんなどの難治性疾患のメカニズムの解明

・先制医療に向けたバイオマーカーなどの同定

発表代表論文

1）YAP is essential for tissue tension to ensure vertebrate 3D body shape. Porazinski S, Wang H, Asaoka 

Y, Behrndt M, Miyamoto T, Morita H, Hata S, Sasaki T, Krens SF, Osada Y, Asaka S, Momoi A, 

Linton S, Miesfeld JB, Link BA, Senga T, Castillo-Morales A, Urrutia AO, Shimizu N, Nagase H, 

Matsuura S, Bagby S, Kondoh H, Nishina H, Heisenberg CP, Furutani-Seiki M. Nature 521：217-21. 

（2015）

2）Xmrk-induced melanoma progression is aff ected by Sdf1 signals through Cxcr7. Liedtke D, Erhard I, 

Abe K, Furutani-Seiki M, Kondoh H, Schartl M. Pigment Cell Melanoma Res. 2：221-33. （2014）.

3）YAP and TAZ regulate skin wound healing. Lee MJ, Kwak, SW Shin JO, Byun MR, Furutani-Seiki M, 

Hong JH, Jung, HS. J Invest Dermatol. 134：518-25. （2014）

4）Insufficiency of BUBR1, a mitotic spindle checkpoint regulator, causes impaired ciliogenesis in 

vertebrates. Miyamoto T, Porazinski S, Wang H, Borovina A, Ciruna B, Shimizu A, Kajii T, Kikuchi A, 

Furutani-Seiki M, Matsuura S. Hum Mol Genet. 20：2058-70. （2011）

5）Structural features and ligand binding properties of tandem WW domains from YAP and TAZ, 

nuclear eff ectors of the Hippo pathway. Webb C, Upadhyay A, Giuntini F, Eggleston I, Furutani-Seiki 

M, Ishima R, Bagby S. Biochemistry. 50：3300-9. （2011）

6）Medaka as a Novel and Accurate Model for Human Nonalcoholic Steatohepatitis. Matsumoto T, Terai 

S, Kuwashiro S, Oishi T, Fujisawa K, Yamamoto N, Fujita Y, Hamamoto Y, Furutani-Seiki M, Nishina 

H, Sakaida I. Disease Models & Mechanisms 3 ：431-40. （2010).

生

体

シ

グ

ナ

ル

解

析

医

学

医 化 学 講 座

(旧生化学第二講座）

教授　中井　　彰

http://ds22.cc.yamaguchi-u.ac.jp/̃seika2/

主な研究課題

・ストレス応答の分子機構と生理機能の研究

　プロテオスタシスを制御する熱ショック転写因子を中心に，それによるタンパク質異常の感知機構，ター

ゲットのエピゲノム調節機構，それらの個体発生，老化，神経変性疾患やがんにおける役割を解明する。

・ストレス応答の疾患との関わりとその臨床応用の研究

　熱ショック転写因子及びその制御因子の遺伝子改変マウスを用いて，疾患の病態を解明し，それらの分

子をターゲットとした老化関連疾患（主に神経変性疾患とがん）の治療方法を探索する。

発表代表論文

1）Fujimoto M et al, Poly（ADP-ribose） polymerase 1 promotes the human heat shock response by 

facilitating heat shock transcription factor 1 binding to DNA. Mol. Cell. Biol. 38, e00051-18, 2018.

2）Oda T et al, Acute HSF1 depletion induces cellular senescence through the MDM2-p53-p21 pathway 

in human diploid fi broblasts. J. Cell Sci. 131, jcs210724, 2018.

3）Fujimoto M et al, The HSF1-PARP13-PARP1 complex facilitates DNA repair and promotes 

mammary tumorigenesis. Nat. Commun. 8, 1638, 2017.

4）Ishii S et al, Variations in brain defects by prenatal alcohol exposure result from cellular mosaicism in 

the activation of heat shock signaling. Nat. Commun. 8, 15157, 2017.

5）Nakai A, Molecular basis of HSF regulation. Nat. Struct. Mol. Biol. 23, 93-95, 2016

6）Nakai A ed. 2016. Heat Shock Factor. Springer, Japan.

7）Tan K et al, Mitochondrial SSBP1 protects cells from proteotoxic stresses by potentiating stress-

induced HSF1 transcriptional activity. Nat. Commun. 6, 6580, 2015.

8）Takii R et al, ATF1 modulates the heat shock response by regulating the stress-inducible HSF1-

transcription complex. Mol. Cell. Biol. 35, 11-25, 2015.

9）Hashimoto-Torii K et al, Roles of heat shock factor 1 in neuronal response to fetal environmental 

risks and its relevance to brain disorders. Neuron 82, 560-572, 2014.
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研究
領域

講　　座　　名
指導教員(代表) 主　な　研　究　課　題　・　発　表　代　表　論　文

生

体

情

報

医

科

学

薬 理 学 講 座

（旧薬理学講座）

准教授 倉増　敦朗

主な研究課題

・新たな心不全治療薬の研究開発

・心筋小胞体カルシウム輸送調節の分子メカニズム解明

・新規ＰＤＺドメイン蛋白質の機能解明

・創傷治癒促進薬の研究開発

・新たなヒスタミンの細胞内シグナル伝達機能解明

発表代表論文

1）Takeshi Honda & Makoto Inui  PDZRN3 regulates differentiation of myoblasts into myotubes 

through transcriptional and posttranslational control of Id2. J. Cell. Physiol. 234 : 2963-2972, 2019

2）Atsuo Kuramasu,, et al. Distinct roles of small GTPases Rac1 and Rac2 in histamine H4 receptor-

mediated chemotaxis of mast cells. J. Pharmacol. Exp. Thre. 367 : 9-19, 2018

3）Rei Kuwabara, et al. Long-term functioning of allogeneic islets in subcutaneous tissue pretreated with 

a novel cyclic peptide in the absence of immunosuppressive medication. Transplantation102 : 417-425, 

2018

4）Manami Kaneko, et al. A pyridone derivative activates SERCA2a by attenuating the inhibitory eff ect 

of phospholamban. Eur. J. Pharmacol. 814 : 1-8, 2017

5）Hiroki Sakai, et al. Signaling mechanism underlying the promotion of keratinocyte migration by 

angiotensin II. Mol. Pharmacol. 87: 277-285, 2015

6）Teruo Nishida, et al. Peptide therapies for ocular surface disturbances based on fi bronectin-integrin 

interactions. Prog. Retin. Eye Res. 47 : 38-63, 2015.

7）Hiroki Sakai, et al. A cell-penetrating phospholamban-specific RNA aptamer enhances Ca2+ 

transients and contractile function in cardiomyocytes. J. Mol. Cell. Cardiol. 76：177-185, 2014

8）Takeshi Honda, et al. Regulation of adipocyte differentiation of 3T3-L1 cells by PDZRN3. Am. J. 

Physiol. Cell Physiol. 304：C1091-1097, 2013

構

造

解

析

病

態

医

学

病理形態学講座

（旧病理学第一講座）

教授　池田　栄二

http://ds22.cc.yamaguchi-u.ac.jp/̃pathol1/index.html

主な研究課題

・神経系血管バリアー機能の制御機構解明による難治性神経疾患に対する新規治療法開発

・新規組織診断基準および治療法開発を目指したグリオーマの病態解析

・成人肺の再生戦略研究

発表代表論文

1）Kimura T, Cui D, Kawano H, Yoshitomi-Sakamoto C, Takakura N, Ikeda E： Induced expression of 

GINS complex is an essential step for reactivation of quiescent stem-like tumor cells within the peri-

necrotic niche in human glioblastoma. J Cancer Res Clin Oncol. 2018 Nov 21. doi：10.1007/s00432-018-

2797-z.

2）Arima M, Cui D, Kimura T, Sonoda KH, Ishibashi T, Matsuda S, Ikeda E：Basigin can be a 

therapeutic target to restore the retinal vascular barrier function in the mouse model of diabetic 

retinopathy. Sci Rep 6, 38445, 2016   doi：10.1038/srep38445

3）Ishii A, Kimura T*, Sadahiro H, Kawano H, Takubo K, Suzuki M, Ikeda E：Histological 

characterization of the tumorigenic "peri-necrotic niche" harboring quiescent stem-like tumor cells in 

glioblastoma. PLoS ONE 2016 Jan 22; 11（1）：e0147366. doi：10.1371/journal.pone.0147366. eCollection 

2016

4）Cui D, Arima M, Takubo K, Kimura T, Horiuchi K, Minagawa T, Matsuda S, Ikeda E：ADAM12 and 

ADAM17 are essential molecules for hypoxia-induced impairment of neural vascular barrier function.  

Sci Rep 5：12796, 2015 doi：10.1038/srep12796 

5）Takahashi Y, Izumi Y, Kohno M, Kawamura M, Ikeda E, Nomori H： Airway administration of 

dexamethasone, 3'-5'-cyclic adenosine monophosphate, and isobutylmethylxanthine facilitates 

compensatory lung growth in adult mice. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol 300：L453-461, 2011 

6）Takahashi Y, Izumi Y, Kohno M, Kimura T, Kawamura M, Okada Y, Nomori H, Ikeda E： Thyroid 

transcription factor 1 infl uences the early phase of compensatory lung growth in adult mice. Am J 

Respir Crit Care Med 181：1397-1406, 2010 

7）Koto T, Takubo K, Ishida S, Shinoda H, Inoue M, Tsubota K, Okada Y, Ikeda E： Hypoxia disrupts 

the barrier function of neural blood vessels through changes in the expression of claudin-5 in 

endothelial

－ 25 －



研究
領域

講　　座　　名
指導教員(代表) 主　な　研　究　課　題　・　発　表　代　表　論　文

先

端

分

子

応

用

医

科

学

分子病理学講座

（旧病理学第二講座）

教授　伊藤　浩史

http://ds0.cc.yamaguchi-u.ac.jp/̃2byouri/index.html

主な研究課題

・分子腫瘍学（がんの遺伝子変異，がんの浸潤・転移等）

・消化管上皮の分化，増殖，再生に関わる因子の研究

・ヒトがんの分子細胞遺伝学的研究

・ 病理診断に役立つ分子病理診断法（遺伝子診断，サイトメトリー等）の開発 

・ バーチャルスライド，遠隔病理診断技術の開発

発表代表論文

1）Ito H., et al. Analysis of centromere signal patterns in breast cancer cells with chromosomal 

instability using image cytometry combined with centromere fluorescence in situ hybridization. 

Cytometry A. 2014 Sep 85（9）：809-816

2）Tsuchiyama K., et al. Expression of microRNAs Associated with Gleason Grading System in Prostate 

Cancer: miR-182-5p is a useful marker for high grade prostate cancer. Prostate 73：827-834, 2013.

3）Susuki D., et al. Regulation of microRNA expression by hepatocyte growth factor in human head and 

neck squamous cell carcinoma. Cancer Sci. 102, 2164-2171, 2011.

4）Ohashi S., et al. Kaiman RA, Nakagawa M, Darling DS, Basu D, Gimotty PA, Klein-Szanto AJ, Diehl 

JA, Herlyn M, Nakagawa H. A NOTCH3-mediated squamous cell differentiation program limits 

expansion of EMT-competent cells that express the ZEB transcription factors. Cancer Res. 71, 6836-

6847, 2011.

5）Kimura S., et al. Expression of microRNAs in squamous cell carcinoma of human head and neck and 

the esophagus: miR-205 and miR-21 are specific markers for HNSCC and ESCC. Oncol. Rep. 23, 1625-

1633, 2010.

6）Liu XP., et al. Comparison of chromosomal aberrations between primary tumors and their 

synchronous lymph-node metastases in intestinal-type gastric carcinoma. Pathol Res Pract. 2009; 205

（2）：105-11.

生

体

情

報

医

科

学

ゲノム・機能分子

解 析 学 講 座

（旧微生物学講座）

教授  白井  睦訓

http://mb.med.yamaguchi-u.ac.jp/index.html

主な研究課題

・宿主・病原体相互作用に変化をもたらす分子基盤の解明

・細菌のゲノム・分子遺伝学，薬剤耐性

・細菌の高温適応の分子機構の解明

・肺炎の発症・重症化の分子機構の解明

発表代表論文

1）Hanaoka N. 他Development of a Novel Loop-Mediated Isothermal Amplifi cation （LAMP） Assay for 

the Detection of Rickettsia spp. 

Jpn J Infect Dis., 24;70（1):119-123. 2017

2）Tamehiro N, et al.：

Overexpression of RhoH Permits to Bypass the Pre-TCR Checkpoint. 

PLOS ONE., 10（6): e0131047. 2015.

3）Rahman MA, et al.： An epistatic eff ect of apaf-1 and caspase-9 on chlamydial infection. 

Apoptosis., 20（10): 1271-1280. 2015.

4）Matsutani M, , et al.： Adaptive mutation related to cellulose producibility in Komagataeibacter 

medellinensis 

（Gluconacetobacter xylinus） NBRC 3288.  

Appl Microbiol Biotechnol., 99（17): 7229-7240. 2015.

5）Hasegawa A. et al.：Crucial Role for CD69 in the Pathogenesis of Dextran Sulphate Sodium-Induced 

Colitis.

Plos One, Volume 8, Issue 6, e65494, 2013.

6）Patrick MS, et al.：Gasp, a Grb2-associating protein, is critical for positive selection of thymocytes. 

Proc Natl Acad Sci U S A., 106（38):16345-50. 2009.

7）Azuma Y, et al.：Whole-genome analyses reveal genetic instability of Acetobacter pasteurianus. 

Nucleic Acids Res., 37（17):5768-83.  2009.
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研究
領域

講　　座　　名
指導教員(代表) 主　な　研　究　課　題　・　発　表　代　表　論　文

医

療

環

境

統

御

医

学

システムバイオ

インフォマティクス

講 座

教授　浅井　義之

http://sysbioinfo.med.yamaguchi-u.ac.jp/home
主な研究課題
・インスリン分泌機構，神経回路網情報伝達機構，遺伝子発現調節機構など生理機能の詳細数理モデル構
築とシミュレーションによる機能理解と創薬などへの応用

・ディープラーニングやサポートベクターマシンなど人工知能・機械学習解析を用いた罹患リスク予測技
術や健康管理システムの開発 

・DNAやRNAのシークエンシングビッグデータに対する高度統計・バイオインフォマティクス解析を用
いた疾患の分子メカニズムの解明

・全ゲノムおよびエクソームシークエンシングデータ解析を用いた疾患関連変異の同定
・システムバイオロジーシミュレーションによるデバイス制御技術開発
発表代表論文
1）Uchida S. et al. Integrative and theoretical research on the architecture of a biological system and its 
disorder. J Physiol Sci, 69 : 1-19, 2019.

2）Takahashi K. et al. Exome and copy number variation analyses of Mayer-Rokitansky-Küster- Hauser 
syndrome. Hum Genome Var, 5 : 27, 2018.

3）Ahmadloo S. et al. Rapid and cost-eff ective high-throughput sequencing for identifi cation of germline 
mutations of BRCA1 and BRCA2. J Hum Genet, 62（5）: 561-567, 2017.

4）Hayano T. et al. Germline Variants of Prostate Cancer in Japanese Families. PLoS One, 11（10）: 
e0164233, 2016.

5）Hsin K. et al. systemsDock: a web server for network pharmacology-based prediction and analysis. 
Nucleic Acids Res, 44（W1）: W507-513, 2016.

6）Hayano T. et al. Identifi cation of novel exonic mobile element insertions in epithelial ovarian cancers. 
Hum Genome Var, 2 : 15030, 2015.

7）Asai Y. et al. Databases for multilevel biophysiology research available at Physiome.jp. Front Physiol, 
6: 251, 2015.

8）Hayano T. et al. Molecular characterization of an intact p53 pathway subtype in high-grade serous 
ovarian cancer. PLoS One, 9（12）: e114491, 2014.

9）Asai Y. et al. A Versatile Platform for Multilevel Modeling of Physiological Systems: SBML-PHML 
Hybrid Modeling and Simulation. Advanced Biomedical Engineering, 3 : 50-58, 2014.

10)Asai Y. et al. Learning an Intermittent Control Strategy for Postural Balancing Using an EMG-Based 
Human-Computer Interface. PLoS One, 8（5）: e62956, 2013.

医

療

環

境

統

御

医

学

公 衆 衛 生 学 ・

予 防 医 学 講 座

（旧公衆衛生学講座）

教授　田邉　　剛

http://ds.cc.yamaguchi-u.ac.jp/̃dphpm/index.html

主な研究課題

・生活習慣病の分子疫学的解析

・労働環境とストレス

・自然免疫因子の異常と疾患発症

・地域特異的な疾患の発症要因

・高齢者介護問題

・悪性腫瘍の発症要因

・環境汚染物質に対する生体反応 

発表代表論文

1）MH Mahbub : Association of plasma free amino acids with hyperuricemia in relation to diabetes 

mellitus, dyslipidemia, hypertension and metabolic syndrome.：Scientifi c Reports 7, Article number: 

17616 （2017）

2）Natsu Yamaguchi : The different roles of innate immune receptors in inflammation and 

carcinogenesis between races.

Environ Health Prev Med. 2017 Oct 11

3）Natsu Yamaguchi : Plasma free amino acid profi les evaluate risk of metabolic syndrome, diabetes, 

dyslipidemia, and hypertension in a large Asian population.：Environ Health Prev Med （2017） 22: 35.

4）Hidekazu Takahashi : Associations of interactions between NLRP3 SNPs and HLA mismatch with 

acute and extensive chronic graft-versus-host diseases.：Scientifi c Reports 7, Article number: 13097 

（2017）

5）Tsuyoshi Tanabe : Sarcoidosis and NOD1 variation with impaired recognition of intracellular 

Propionibacterium acnes.：Biochimica et BiophysicaActa-Molecular Basis of Disease 1762, 794-801, 

2006.

6）Tsuyoshi Tanabe : Regulatory regions and critical residues of NOD2 involved inmuramyl dipeptide 

recognition.

EMBO Journal 23, 1587-1597, 2004.

7）Bonen DK : Crohn's disease-associated NOD2 variants share a signaling defect in response to 

lipopolysaccharide and peptidoglycan.：Gastroenterology124, 140-146, 2003.

8）Tsuyoshi Tanabe : Oncogene inactivation in a mouse model.：Nature 406, 473-474, 2000.
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研究
領域

講　　座　　名
指導教員(代表) 主　な　研　究　課　題　・　発　表　代　表　論　文

生

体

侵

襲

解

析

・

制

御

医

学

法 医 学 講 座

教授　藤宮　龍也

http://ds.cc.yamaguchi-u.ac.jp/̃legal/index.html

主な研究課題

・アルコール及びその代謝産物の薬物動態学及び臓器障害の病態生理

・法医病理学

・医事法学，特に医療過誤・検死制度論

・臨床法医学

発表代表論文

1）Tatsuya Fujimiya, et al.：Michaelis-Menten elimination Kinetics of acetate in rabbit. Alcohol Chin 

Exp Res 23：1452-1456, 1999

2）Tatsuya Fujimiya, et al.：Michaelis-Menten elimination Kinetics of acetaldehyde during ethanol 

oxidation. Alcoholism：Clinical & Experimental Research 26（8)：49S-54S,2002

3）Tatsuya Fujimiya, et al.：pathological roles of bone marrow-derived stellate cells in a mouse model of 

alcohol- Induced fatty liver. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol 297：C451-G460, 2009

4）Izumi Takase, et al.：An autopsy case of acetyl fentanyl intoxication caused by insufflation 

of‘designer drugs’.Legal Medicine ; vo121：p38-44. 2016.

5）Hakucho A, et al.：Carvedilol improves ethanol-induced liver injury via modifying the interaction 

between oxidative stress and sympathetic hyperactivity in rats. Hepatology Research, 44（5)：560-

570, 2014.

6）Jinyao Liu,et al.：Acute restraint atress provokes sudden cardiac death in normotensive rats and 

enhances susceptibility to arrhythmogenic eff ects of adrenaline in spontaneously hepertensive rats. 

Legal Medicine；121：19-28. 2016.

7）藤宮龍也．アルコールとその代謝産物の法医薬物動態学と鑑定．法医学の実際と研究，61：1- 24, 2018.

生

体

シ

グ

ナ

ル

解

析

医

学

免 疫 学 講 座

（旧寄生体学講座）

教授　玉田　耕治

http://ds.cc.yamaguchi-u.ac.jp/̃immunol/

主な研究課題

・免疫システムの制御する分子群に関する研究

　－腫瘍壊死因子（TNF）関連分子群

　－イムノグロブリン関連分子群

・免疫システムの制御を介した新規免疫療法の開発

　－癌に対する遺伝子療法，抗体療法，リンパ球移入療法の開発

　－骨髄移植に伴うGVHDに対する新規免疫療法の開発

　－自己免疫疾患に対する治療法の開発

　－感染症に対する効果的なワクチンの開発

発表代表論文

1）Umezu D.Inhibitoryfunctions of PD-L1 and PD-L2 in the regulation of anti-tumor immunity in 

murinetumor microenvironment. Cancer Immunol. Immunother. 68（2)：201-211, 2019.

2）Adachi K. IL-7 and CCL19 expression in CAR-T cells improves immune cell infi ltration and CAR-T 

cell survival in the tumor. Nature Biotechnology. 36（4)：346-351, 2018

3）Kano Y. Combined adjuvants of poly（I：C）plus LAG-3-Ig improve anti-tumor effects of tumor-

specifi c T cells preventing their exhaustion. Cancer Sci. 107（4)：398-406, 2016.

4）Sakoda Y. Pathogenic Function of Herpesvirus Entry Mediator in Experimental Autoimmune Uveitis 

by Induction of Th1- and Th17-Type T Cell Responses. J Immunol. 196（7)：2947-54, 2016.

5）佐古田幸美，CAR-T療法：がんに対する養子免疫療法の飛躍的進展，感染 炎症 免疫，Vol.46（1)，

62-64，2016.

6）安達圭志，がん免疫チェックポイント阻害療法と遺伝子バイオマーカー，癌と化学療法，Vol.43（2)：

143-50，2016.

7）奥山奈美子，養子免疫Ｔ細胞療法：TIL,TCR/CAR-T，Pharma Medica，Vol.34（10)：49-51，2016.

8）玉田耕治，がん免疫療法のアプローチ－攻める側の強化と守る側への攻略－，BIO Clinica，Vol.31

（1)，39-43，2016.

9）Adachi K. Immune checkpoint blockade opens an avenue of cancer immunotherapy with a potent 

clinical effi  cacy. Cancer Sci. 106（8)：945-50, 2015.

10）Tamada K. Redirecting gene modifi ed T cells toward various cancer types using tagged antibodies. 

Clin Cancer Res. 18, 6436-45, 2012.
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研究
領域

講　　座　　名
指導教員(代表) 主　な　研　究　課　題　・　発　表　代　表　論　文

医

療

環

境

統

御

医

学

医学教育学講座

教授　白澤　文吾

http://ds.cc.yamaguchi-u.ac.jp/̃ikyo/index.html

主な研究課題

・医学教育，特に臨床教育技法に関する研究

・医療倫理，特に臨床倫理に関する研究

・心・血管系疾患，肝疾患，大腸・膵臓癌の病態解明および新規治療法の開発に関する研究

発表代表論文

1） Suehiro Yuki, et al. Dclk1 Inhibition Cancels 5-FU-induced Cell-cycle Arrest and Decreases Cell 

Survival in Colorectal Cancer. Anticancer Res. 38 （11), 6225-6230, 2018.

2） Yoshimura Koichi, et al. Current Status and Perspectives on Pharmacologic Therapy for Abdominal 

Aortic Aneurysm. Curr Drug Targets. 19 （11), 1265-1275, 2018.

3） Kugimiya Naruji, et al. JAB1-STAT3 activation loop is associated with recurrence following 

5-fl uorouracil-based adjuvant chemotherapy in human colorectal cancer. Oncol Lett. 14 （5), 6203-6209, 

2017.

4） Kawamura Daichi, et al. Enhancement of cytotoxic eff ects of gemcitabine by Dclk1 inhibition through 

suppression of Chk1 phosphorylation in human pancreatic cancer cells. Oncol Rep. 38 （5), 3238-3244, 

2017. 

5） Otsuyama Kenichiro, et al. Development of a highly specifi c IgM enzyme-linked immunosorbent assay 

for Bartonella henselae using refi ned N-lauroyl-sarcosine-insoluble proteins for serodiagnosis of cat 

scratch disease. J Clin Microbiol, 54 （4), 1058-1064, 2016.

6） 白澤文吾、他：医学科１年生への準備教育としての医学入門の現状と課題  山口医学 63,269-273,2014.

7） 白澤文吾、他：山口大学医学部近郊の各診療科同門診療所を中心とした地域医療実習の試み  山口医学 

63, 147-151, 2014.

8） 白澤文吾、他：臨床実習ログブック導入の経験と今後の課題  山口医学 63,143-146,2014.

9） Katsura Shunsaku, et al. Single-incision laparoscopic splenectomy and splenic autotransplantation for 

an enlarged wandering spleen with torsion. European J Pediatr Surg Rep. 2 （1), 23-25, 2014.

10） Nishimoto Arata, et al. HIF-1a activation under glucose deprivation plays a central role in the 

acquisition of anti-apoptosis in human colon cancer cells. Int J Oncol. 44 （6), 2077-2084, 2014.

11） Hisanaga Takuro, et al. TNFR1-mediated signaling is important to induce the improvement of liver 

fi brosis by bone marrow cell infusion. Cell Tissue Res. 346 （1), 79-88, 2011.

大学研究推進機構

遺伝子実験施設

教授　水上　洋一

http://gene.yamaguchi-u.ac.jp

主な研究課題

・女性ホルモン細胞膜受容体の機能解析と新規オーファン受容体のリガンド探索

・乳癌における治療標的となる変異遺伝子の解明

・子宮筋腫における網羅的遺伝子発現解析

・加齢に伴う卵巣の機能低下に関わる遺伝子発現の解析

・癌組織でのミトコンドリア遺伝子の変異解析

・次世代シーケンサーを用いた1細胞解析方法の確立

・リン酸化タンパク質のプロテオーム解析

・拡張型心筋症を誘発する変異遺伝子の解明

発表代表論文

1）Okamoto, M., et al, GPER negatively regulates TNFα-induced IL-6 production in human breast 

cancer cells via NF-κB pathway, Endocr J., 63（5)：485-93 （2016）

2）Pandey, K., et al, Deep sequencing of transcriptomes in anterior pituitaries of Japanese Black heifers 

before and after ovulation, J. Vet. Med. Sci., 79, 1003-1012 （2017） 

3）Okamoto, M., et al, The membrane-type estrogen receptor GPER suppresses lipopolysaccharide-

induced IL-6 via inhibition of NF-κB pathway in murine macrophage cells, Anim. Sci. J., 88（11), 

1870-1879 （2017） 

4）Mimura, Y., et al, Glycosylation engineering of therapeutic IgG antibodies： challenges for the safety, 

functionality and effi  cacy, Protein Cell. 9（1), 47-62., （2018） 

5）Fukui, T., et al, A comparison of the protective eff ects of direct ischemic preconditioning and remote 

ischemic preconditioning in a transient spinal cord ischemia model in rabbits. J. Anesthesia, 32（1)：

3-14., 2018 

6）Harada K, et al, Elemental diet inhibits pro inflammatory cytokine production in keratinocytes 

through the suppression of NF-κB activation., Oncol. Rep. 40（1）, 361-368, （2018） 

7）Watanabe, K., et al, A novel somatic mutation of SIN3A detected in breast cancer by whole-exome 

sequencing enhances cell proliferation through ERα expression Scientifi c Reports, 8（1), （2018） in 

press
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研究
領域

講　　座　　名
指導教員(代表)

主　な　研　究　課　題　・　発　表　代　表　論　文

先

端

分

子

応

用

医

科

学

消化器内科学講座

（旧内科学第一講座）

教授　坂井田　功

http：//www.ichinai-yamaguchi.jp/

主な研究課題

・骨髄細胞を用いた肝臓再生療法の開発と臨床実施、肝臓構成細胞の細胞間相互作用の解明

・門脈圧亢進症や非代償性肝硬変症に伴う合併症の病態の解明と治療法の開発

・肝発癌機構の解明および新規治療法の開発と臨床実施

・胃癌発生におけるEBウイルスおよびヘリコバクタ・ピロリ菌感染の分子病態の解明

・Light-emitting diode（LED）内視鏡や新たな画像解析手法や特殊光を用いた産学共同による癌診断法の

開発

・カプセル内視鏡の画像鮮明度に関する自己学習型自動診断プログラムの開発

・膵癌に対する抗腫瘍薬の抵抗性機序の解明と新規抗腫瘍作用薬の開発

発表代表論文

1）Ishikawa T, et al. J Gastroenterol Hepatol. 2018 Aug 2.

2）Shinoda S, et al. Oncotarget. 2018 Jun 19；9(47)：28434-28444.

3）Iwamoto T, et al. J Gastroenterol Hepatol. 2018 Oct 29.

4）Matsuda T, et al. Hepatol Commun. 2017 Jul 17；1(7)：691-703.

5）Nishikawa J, et al. Int J Mol Sci. 2017 Jul 25；18(8).

6）Hashimoto S et al. J Med Syst. 2017 Aug；41(8)：119.

7）Takami T, et al. Curr Opin Gastroenterol. 2012 May；28(3)：203-8.

8）Yamasaki T, et al. N Engl J Med. 2011 Aug 11；365(6)：576-8.

9）Sakaida I, et al. Hepatology. 2004 Dec；40(6)：1304-11.

10)Sakaida I,et al. Nature 2019 Liver cirrhosis outline.

器

官

制

御

医

科

学

器官病態内科学

講 座

（旧内科学第二講座）

教授　矢野　雅文

主な研究課題
・慢性心不全における細胞内カルシウム制御異常に関する検討
・経カテーテル大動脈弁置換術（TAVI）に関する研究
・慢性心不全バイオマーカーの開発
・光干渉断層法（Optical coherence tomography；OCT）を用いた冠動脈イメージングの研究
・カテーテルアブレーションによる不整脈治療
・超音波法による心筋機能解析
発表代表論文
1）Tateishi H, et al. nter-Technique Consistency and Prognostic Value of Intra-Procedural Angiographic 
and Echocardiographic Assessment of Aortic Regurgitation After Transcatheter Aortic Valve 
Implantation. Circ J. 2018 ; 82（9）: 2317-2325. doi : 10.1253/circj. CJ-17-1376.

2）Nishimura S, et al. Mutation-linked, excessively tight interaction between the calmodulin binding 
domain and the C-terminal domain of the cardiac ryanodine receptor as a novel cause of 
catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia. Heart Rhythm. 2018 ; 15（6）: 905-914. doi : 
10.1016/j. hrthm. 2018.02.006.

3）Ishiguchi H, et al.Urinary 8-Hydroxy-2'-Deoxyguanosineas a myocardial oxidative stress marker is 
associated with ventricular tachycardia in patients with active cardiac sarcoidosis. Circ Cardiovasc 
Imaging. 2017 ; 10（12). pii : e006764. doi : 10.1161/CIRCIMAGING. 117.006764.

4）Kato T, et al. Correction of impaired calmodulin binding to RyR2 as a novel therapy for lethal 
arrhythmia in the pressure-overloaded heart failure. Heart Rhythm. 2017 ; 14（1）: 120-127.

5）Fujimura T, et al. Serial changes in the side-branch ostial area after main-vessel stenting with kissing 
balloon infl ation for coronary bifurcation lesions, assessed by 3D optical coherence tomography. Eur 
Heart J Cardiovasc Imaging. 2017 Oct 23. doi : 10.1093/ehjci/jex213.

6）Murakami W, et al. Recombinant atrial natriuretic peptide prevents aberrant Ca2+ leakage through 
the ryanodine receptor by suppressing mitochondrial reactive oxygen species production induced by 
isoproterenol in failing cardiomyocytes. PLoS One. 2016 ; 11（9）: e0163250. 

7）Fumimoto T et al. Inferior J waves in patients with vasospastic angina might be a risk factor for 
ventricular fi brillation. J Cardiol. 2017 Sep ; 70（3）: 271-277. doi : 10.1016/j.jjcc.2016.12.003. 

8）Myoren T, et al. An oxidative stress biomarker, urinary 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine, predicts 
cardiovascular-related death after steroid therapy for patients with active cardiac sarcoidosis. Int J 
Cardiol. 2016 ; 212 : 206-13.

9）Kobayashi　S, et al. Urinary 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine as a novel biomarker of inflammatory 
activity in patients with cardiac sarcoidosis. Intern J Cardiol 190 : 319-328, 2015 
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研究
領域

講　　座　　名
指導教員(代表) 主　な　研　究　課　題　・　発　表　代　表　論　文

生

体

シ

グ

ナ

ル

解

析

医

学

病態制御内科学

講 座

（旧内科学第三講座）

教授　谷澤　幸生

http://sannaika.med.yamaguchi-u.ac.jp

主な研究課題

・インスリン分泌調節機構の解明ならびに糖尿病における膵β細胞不全のメカニズムに関する研究

・遺伝子改変動物を用いた糖尿病発症機構及び治療についての研究

・体内時計による生体機能・代謝調節機構に関する研究

・Wolfram症候群に関する基礎的，臨床的研究

・造血幹細胞移植に関する基礎的，臨床的研究

・造血器悪性腫瘍における細胞内シグナル伝達経路とその異常に関する研究

発表代表論文

1）Kondo M. et al. Activation of GLP-1 receptor signalling alleviates cellular stresses and improves beta 

cell function in a mouse model of Wolfram syndrome.  Diabetologia. 61：2189-2201, 2018.

2）Ohta Y, et al. Clock Gene Dysregulation Induced by Chronic ER Stress Disruptsβ-cell Function. 

EbioMedicine 18：146-56, 2017.

3）Nakamura Y. et.al. Soluble interleukin-2 receptor index predicts the development of acute graft-versus-

host disease after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation from unrelated donors. Int J 

Hematol. 103：436-443, 2016.

4）Sugiyama A., et al. Altered expression of circadian clock genes during peripheral blood stem cell 

mobilization induced by granulocyte colony-stimulating factor. Chronobiol Int. 32（7）：934-41, 2015.

5）Nakamura Y, et al. Eff ect of early posttransplantation tacrolimus concentration on the development of 

acute graft-versus-host disease after cord blood transplantation. Journal of Hematopoietic Cell 

Transplantation.4（539）：74-81, 2015.

6）Matsunaga K et al. Wolfram syndrome in the Japanese population; molecular analysis of WFS1 gene 

and characterization of clinical features. PLoS One 9（9）：e106906, 2014.

7）Hatanaka M, et al. Wolfram syndrome 1 gene(WFS1)product localizes to secretory granules and 

determines granule acidification in pancreatic β-cells. Hum Mol Genet. 20：1274-84, 2011.

8）Inoue H, et al. A Gene encoding a transmebrane protein is mutated in patients with diabetes mellitus 

and optic atrophy(Wolfran syndrome). Nature Genetice 20：143-148, 1998.

脳

・

神

経

病

態

制

御

医

学

臨床神経学講座

（旧神経内科学講座)

教授　神田　　隆

http://www.neurol.med.yamaguchi-u.ac.jp/

主な研究課題

・自己免疫性神経・筋疾患の発症機序の解明へ向けた細胞生物学的研究

・血液脳関門，血液神経関門の人為的操作による免疫性神経疾患および神経変性疾患の新規治療法の開発

・ギラン・バレー症候群の病態解明および新規治療法の開発

・末梢神経疾患の臨床病理学的研究

発表代表論文

1） Shimizu F et al. Increased IP-10 production by blood-nerve barrier in multifocal acquired 

demyelinating sensory and motor neuropathy and multifocal motor neuropathy. J Neurol Neurosurg 

Psychiatry 2018. pii：jnnp-2018-319270

2） Koga M et al. Distal limb weakness phenotype of Guillain-Barre syndrome. J Neurol Sci 2018; 392：

83-88.

3） Shimizu F et al. Glucose-regulated protein 78 autoantibody associates with blood-brain barrier 

disruption in neuromyelitis optica. Sci Transl Med. 9： pii：eaai9111. 2017.

4） Sano H, et al. Establishment of a New Conditionally Immortalized Human Skeletal Muscle 

Microvascular Endothelial Cell Line J Cell Physiol. 232： 3286-3295, 2017.

5） Nishihara H, et al. Identifi cation of galectin-3 as a possible antibody target for secondary progressive 

multiple sclerosis Mult Scler. 23：382-394, 2016.

6） Nishihara H, et al. Fingolimod prevents blood-brain barrier disruption induced by the sera from 

patients with multiple sclerosis. PLoS One. 10：e0121488, 2015.

7） Tasaki A, et al. Autocrine MMP-2/9 secretion increases the BBB permeability in neuromyelitis 

optica. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 85：419-30, 2014.

8） Shimizu F, et al. Kanda T. Sera from patients with multifocal motor neuropathy disrupt the blood-

nerve barrier. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 85：526-37, 2014.

9） Saito K, et al. Blood-brain barrier destruction determines Fisher/Bickerstaff  clinical phenotypes： an 

in vitro study. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 84：756-65, 2013. .

10） Omoto M, et al. Autosomal dominant tauopathy with parkinsonism and central hypoventilation.

Neurology. 78:762-4, 2012. 
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医

療

情

報

解

析

学

呼吸器・感染症

内 科 学 講 座

教授  松永　和人

http://www.kokyuki.med.yamaguchi-u.ac.jp/

主な研究課題

・閉塞性肺疾患の病態生理に関わる分子機構の解明に関する研究

　－閉塞性肺疾患における生理学的/生化学的モニタリング法の開発

　－酸化・窒素化ストレスと気道リモデリング進展の関連機序の検討

　－上気道と下気道の病態生理学的関連性における分子機構の解明

　－喘息に対する気管支鏡下温熱療法の分子学的作用機序の解明

・肺癌早期診断マルチバイオマーカーの開発と臨床研究に関する研究

　－循環腫瘍細胞捕捉診断システムの開発と臨床応用

　－超音波気管支鏡を用いた肺癌診断技術の向上に向けた研究

・画像診断技術を用いた閉塞性肺疾患の病態形成機序に関する研究

発表代表論文

1）Matsunaga K： Obesity and severe asthma in Japan：Similarities and differences with Western 

countries. Respir Investig, Epub ahead of print, 2018, DOI：10.1016/j.resinv. 2018.08.001.

2）Oishi K： Characteristics of 2017 GOLD COPD group A：a multicenter cross-sectional CAP study in 

Japan. International Journal of COPD, DOI：https：//doi.org/10.2147/COPD.S181938

3）Oishi K. Three-step algorithm for biological therapy targeted IgE and IL-5 in severe asthma. Immun 

Infl amm Dis, 2018, DOI：10.1002/iid3.233.

4）Hamada K： Deep Sternal Wound Tuberculosis with Hypo-gamma-globulinemia. Intern Med, 2018, 

DOI：10.2169/internalmedicine. 0617-17.

5）Hamada K：Swyer-James Syndrome. Am J Respir Crit Care Med, 197（1), 130-131, 2018,DOI：

10.1164/rccm. 201708-1691IM.

6）Hirano T：Late-onset asthma： current perspectives. Journal of Asthma and Allergy 2018（11), 19-27, 

2018, DOI：10.2147/JAA.S125948.

高

次

神

経

科

学

高次脳機能病態学 

講 座

(旧神経精神医学講座)

教授  中川　　伸

http://ds.cc.yamaguchi-u.ac.jp/̃mental/

主な研究課題

・うつ病に対する運動療法の効果研究

・気分障害（うつ病、双極性障害など）の病態解明に関する認知科学および脳画像学的研究

・統合失調症における情動認知処理解明のための脳機能研究

・気分障害患者における血液バイオマーカーの検索

・気分障害の発病脆弱性および抗うつ薬の作用機序における分子基盤研究

発表代表論文

1）Hirata K et al.：Diff erences in frontotemporal dysfunction during social and non-social cognition tasks 

between patients with autism spectrum disorder and schizophrenia. Sci Rep. 2018, 8（1)：3014.

2）Harada K et al.：Altered Connectivity of the Anterior Cingulate and the Posterior Superior Temporal 

Gyrus in a Longitudinal Study of Later-life Depression. Front Aging Neurosci. 2018, 8；10：31.

3）Yamagata H et al.：Altered plasma protein glycosylation in a mouse model of depression and in 

patients with major depression. J Aff ect Disord. 2018, 233：79-85.

4）Yamagata H et al.：Identifi cation of commonly altered genes between in major depressive disorder 

and a mouse model of depression. Sci Rep. 2017, 7（1）：3044.

5）Chen C et al.： The exercise-glucocorticoid paradox： How exercise is benefi cial to cognition, mood, 

and the brain while increasing glucocorticoid levels. Front Neuroendocrinol. 2017, 44：83-102.

6）Matsubara T et al.：Distinct and Shared Endophenotypes of Neural Substrates in Bipolar and Major 

Depressive Disorders. PLoS One. 2016, 11（12）： e0168493.

7）Abe-Higuchi et al.：Hippocampal Sirtuin 1 Signaling Mediates Depression-like Behavior. Biol 

Psychiatry. 2016, 80（11）：815-826.

8）Harada K et al.：Disrupted orbitomedial prefrontal limbic network in individuals with later-life 

depression. J Aff ect Disord, 2016, 204： 112-119.

9）Chen C et al.：The role of medial prefrontal corticosterone and dopamine in the antidepressant-like 

eff ect of exercise. Psychoneuroendocrinology. 2016, 69：1-9.

10）Higuchi F et al.：Hippocampal MicroRNA-124 Enhances Chronic Stress Resilience in Mice. Journal 

of Neuroscience, 2016, 36（27）：7253-7267
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生

殖

・

発

達

医

科

学

小 児 科 学 講 座

教授　長谷川俊史

https://www.ped-yamaguchi.com

主な研究課題

・高サイトカイン血症を伴う炎症性疾患の病態解析

　－治療抵抗性川崎病の病態解析と活性化細胞の役割

　－急性脳炎・脳症の病態と予後指標となるバイオマーカーの探索

　－新生児・乳児消化管アレルギーの病態解明と診断法の確立

・凝固障害における分子異常と新規治療開発に関する研究

　－小児・新生児の血栓性素因に関する分子疫学研究

　－肝再生療法に関する基礎研究

・先天性造血不全症・免疫不全／異常症に関する研究

・ウイルス感染における気管支喘息増悪の病態解明と予防法の確立

・亜急性硬化性全脳炎の病態解明とバイオマーカーの確立

発表代表論文

1） Iida Y, et al. Early canakinumab therapy for the sensorineural deafenss in a family with Muckle-

Wells syndrome due to a novel of NLRP3 gene. Clin Rheumatol. 2018, in press.

2） Nagatomo Y, et al. Eff ective infl iximab therapy for the early regression of coronary artery aneurysm 

in Kawasaki disease. Int J Cardiol. 2018；271：317-321

3） Furuta T, et al. Burden of human metapneumovirus and respiratory syncytial virus infections in 

asthmatic children. Pediatr Infect Dis J. 2018；37（11）：1107-1111

4） Fujimoto Y, et al. Pulmonary infl ammation and cytokine dynamics of bronchoalveolar lavage fl uid 

from a mouse model of bronchial asthma during A（H1N1）pdm09 infl uenza infection. Sci Rep. 2017 

Aug 22；7（1）：9128.

5） Mizutani M, et al. Distinctive infl ammatory profi le between acute focal bacterial nephritis and acute 

pyelonephritis in children. Cytokine. 2017；99：24-29. 

6） Inoue H, et al. The clinical presentation and genotype of protein C defi ciency with double mutations 

of the protein C gene. Pediatr Blood Cancer. 2017；64（7). 

7） Ichimura T, et al. Diagnostic challenge of Diamond-Blackfan anemia in mothers and children by 

whole-exome sequencing. Int J Hematol. 2017；105（4）：515-520.

器

官

制

御

医

科

学

器官病態外科学

講 座

（旧外科学第一講座）

教授　濱野　公一

http://ds.cc.yamaguchi-u.ac.jp/̃surg-1/

主な研究課題

・低酸素刺激を併用した心筋幹細胞シート移植による重症心不全治療法の開発

・難治性皮膚潰瘍に対する他家細胞移植を見据えた積層細胞シート凍結保存法の開発

・cell-free 再生医療の幹細胞エクソソームによる脊髄虚血再灌流障害軽減法開発

・抗がん剤抵抗性非小細胞肺がんに対するRNA修飾酵素の役割解明

・大腸癌細胞の解糖系を介した抗癌剤耐性獲得における c-MYC の役割解明

・虚血プレコンディショニングによる生体内アペリン分泌増加を応用した血管新生治療

・血管疾患特有の力学刺激－免疫連関に着目した抗炎症・修復促進療法の開発

発表代表論文

1）Junichi Murakami, et al. Grading of emphysema is indispensable for predicting prolonged air leak 

after lung lobectomy. The Annals of Thoracic Surgery, 105（4)1031-1037, 2018.

2）Makoto Samura, et al. Identifi cation of anatomical risk factors for type II endoleak to guide selective 

inferior mesenteric artery embolization. Annals of Vascular Surgery, 48 : 166-173, 2018

3）Takahiro Mizoguchi,et al. Treatment of cutaneous ulcers with multilayered mixed sheets of 

autologous fibroblasts and peripheral blood mononuclear cells. Cellular Physiology and 

Biochemistry,47（1): 201‒211, 2018

4）Naruji Kugimiya, et al. Loss of skeletal muscle mass after curative gastrectomy is a poor prognostic 

factor. Oncology Letters, 16（1): 1341-1347, 2018.

5）Toshiki Tanaka, et al. The Use of stitching and bioabsorbable mesh and glue to combat prolonged air 

leaks. The Annals of Thoracic Surgery. 106（4): e215-e218, 2018 

6）Kotaro Suehiro, et al. Aggressive decongestion in limbs with lymphedema without subcutaneous 

echo-free space.  Annals of vascular surgery, 53 : 205-211, 2018.
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先

端

分

子

応

用

医

科

学

消 化 器 ・ 腫 瘍

外 科 学 講 座

（旧外科学第二講座）

教授　永野　浩昭

http://www.yamadai-gesurgery.jp/

主な研究課題

・テーラーメイド医療および創薬を目指した癌遺伝子および蛋白の解析

　－次世代シークエンサーを用いた候補遺伝子の探索

　－real time RT-PCR，siRNA，メチル化DNAによる候補遺伝子の機能解析

　－抗癌剤副作用予測，生体侵襲反応予測，遺伝子多型用チップの開発

・癌免疫と免疫療法に関する研究

　－新規ペプチド療法の開発と臨床応用

　－免疫療法の効果増強および効果予測に関する研究

・癌幹細胞（消化器癌および乳癌）に関する研究

・乳癌のセンチネルリンパ節診断法の開発と臨床応用に関する研究

発表代表論文

1）Kanekiyo S, Takeda S, Iida M, Nishiyama M, Kitahara M, Shindo Y, Tokumitsu Y, Tomochika S, 

Tsunedomi R, Suzuki N, Abe T, Yoshino S, Hazama S, Ueno T, Nagano H. Effi  cacy of perioperative 

immunonutrition in esophageal cancer patients undergoing esophagectomy. Nutrition. 2018 Aug 22 ; 

59 : 96-102.

2）Hazama S, Tamada K, Yamaguchi Y, Kawakami Y, Nagano H. Current status of immunotherapy 

against gastrointestinal cancers and its biomarkers: Perspective for precision immunotherapy. Ann 

Gastroenterol Surg. 2018 Jun 22 ; 2（4): 289-303.

3）Nishiyama M, Tsunedomi R, Yoshimura K, Hashimoto N, Matsukuma S, Ogihara H, Kanekiyo S, Iida 

M, Sakamoto K, Suzuki N, Takeda S, Yamamoto S, Yoshino S, Ueno T, Hamamoto Y, Hazama S, 

Nagano H. Metastatic ability and the epithelial-mesenchymal transition in induced cancer stem-like 

hepatoma cells. Cancer Sci. 2018 Apr;109（4): 1101-1109.

4）Matsui H, Hazama S, Shindo Y, Nagano H. Combination treatment of advanced pancreatic cancer 

using novel vaccine and traditional therapies. Expert Rev Anticancer Ther. 2018 Dec ; 18（12): 1205-

1217.

5）Iida M, Hazama S, Tsunedomi R, Tanaka H, Takenouchi H, Kanekiyo S, Tokumitsu Y, Tomochika S, 

Tokuhisa Y, Sakamoto K, Suzuki N, Takeda S, Ueno T, Yamamoto S, Yoshino S, Fujita K, Kuroda M, 

Nagano H. Overexpression of miR-221 and miR-222 in the cancer stroma is associated with malignant 

potential in colorectal cancer. Oncol Rep. 2018 Sep ; 40（3): 1621-1631.

人

体

機

能

統

御

学

整形外科学講座

教授　坂井　孝司

http://web.cc.yamaguchi-u.ac.jp/̃y-ortho/

主な研究課題

・有限要素法による脊椎・脊髄のバイオメカニクスの研究

・脊髄機能に対する電気生理学的研究

・損傷脊髄の再生に関する研究

・神経障害性疼痛の運動療法の効果に関する基礎的研究

・化膿性関節炎および人工関節置換術後感染の診断と治療に関する研究

・特発性大腿骨頭壊死症の診断と治療に関する研究

・関節のキネマティクスと不安定性に関する研究

発表代表論文

1）Imagama T, et al. Early diagnosis of septic arthritis using synovial fl uid presepsin: A preliminary 

study. J Infect Chemother 2018, in press.

2）Sakai T, et al. Diff erences in activities of daily living after hip arthroplasty among hip resurfacing, 

anterolateral THA, and posterolateral THA. A propensity score matched analysis. J Artif Organs, 

2018 Sep 24. doi : 10.1007/s10047-018-1069-7.

3）Imagama T, et al. Risk factors associated with short-term clinical results after total hip arthroplasty 

for patients with rheumatoid arthritis. Orthopedics 2018 ; 31 : 1-5

4）Mihara A, et al. Biomechanical analysis of brachial plexus injury: Availability of three-dimensional 

fi nite element model of the brachial plexus. Exp Ther Med. 2018 ; 15（2): 1989-93

5）Nakashima D, et al. Finite element analysis of compression fractures at the thoracolumbar junction 

using models constructed from medical images. Exp Ther Med. 2018 ; 15（4): 3225-30. 

6）Nishida N, et al. Analysis of stress application at the thoracolumbar junction and influence of 

vertebral body collapse on the spinal cord and cauda equina.　Exp Ther Med. 2018 ; 15（2): 1177-84. 
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上

皮

情

報

解

析

医

科

学

皮 膚 科 学 講 座

教授　下村　　裕

主な研究課題

・乾癬の病態解明 

・遺伝性皮膚疾患の発症機構の解明 

・毛髪の角化機構の解明

発表代表論文

1）Yasuno S., et al.: Sporadic case of Darier disease caused by a novel splice-site mutation in the 

ATP2A2 gene. Clin. Exp. Dermatol., 44 : e10-e12, 2019.

2）Okita T., et al.: Two Japanese families with hypohidrotic ectodermal dysplasia: Phenotypic diff erences 

between aff ected individuals. J. Dermatol., 46 : e99-e101, 2019.

3）Asano N., et al.: Identifi cation of a novel splice site mutation in the LIPH gene in a Japanese family 

with autosomal recessive woolly hair. J. Dermatol., 46 : e19-e20, 2019.

4）Akiba H., et al.: Structural behavior of keratin-associated protein 8.1 in human hair as revealed by a 

monoclonal antibody. J. Struct. Biol., 204 : 207-214, 2018.

5）Yasuno S., et al.: Case of generalized pustular psoriasis that might have progressed from terbinafi ne-

induced acute generalized exanthematous pustulosis. J. Dermatol., 45 : e328-e329, 2018.

6）Kawai T., et al.: A novel WRN mutation identifi ed in a patient with Werner syndrome and acute 

generalized exanthematous pustulosis. Eur. J. Dermatol., 28 : 553-554, 2018.

7）Kawai T., et al.: A heterozygous mutation in the SAM domain of p63 underlies a mild form of 

ectodermal dysplasia. J. Dermatol. Sci., 90 : 360-363, 2018.

上

皮

情

報

解

析

医

科

学

泌尿器科学講座

教授　松山　豪泰

http://ds0n.cc.yamaguchi-u.ac.jp/̃urology/

主な研究課題

・泌尿性器癌の遺伝子変異を中心とした予後因子に関する基礎的，臨床的研究

・腎移植，腎不全治療における虚血再灌流障害，腹膜機能に関する基礎的，臨床的研究

・男性不妊症（特に非閉塞性無精子症）・小児泌尿器科に関する基礎的，臨床的研究

発表代表論文

1）Shiraishi K, Matsuyama H. Effects of medical comorbidity on male infertility and comorbidity 

treatment on spermatogenesis. Fertil Steril. 2018 Nov ; 110（6）：1006-1011.

2） Shiraishi K, Shindo A, Harada A, Kurumizaka H, Kimura H, Ohkawa Y,Matsuyama H. Roles of histone 

H3.5 in human spermatogenesis and spermatogenic disorders.  

3） Yamamoto Y, Tsunedomi R, Fujita Y, Otori T, Ohba M, Kawai Y, Hirata H,Matsumoto H, Haginaka J, 

Suzuki S, Dahiya R, Hamamoto Y, Matsuyama K, Hazama S, Nagano H, Matsuyama H. 

Pharmacogenetics-based area-under-curve model can predict efficacy and adverse events from 

axitinib in individual patients with advanced renal cell carcinoma.Oncotarget. 2018 Mar 30 ; 9（24）：

17160-17170. 

4） Fujii N. Extracellular miR-224 as a prognostic marker for clear cell renal cell carcinoma. Oncotarget. 

2017 Nov 15 ; 8（66）：109877-109888.

5） Oka S. Cell Steroidogenesis via Steroidogenic Acute Regulatory Protein.　Endocrinology. 2017 Aug 1 ; 

158（8）: 2648-2658. doi： 10.1210/en. 2017-00132.

6） Shiraishi K. Predictive Factors for Sperm Recovery after Varicocelectomy in Men with 

Nonobstructive Azoospermia. J Urol. 2017 Feb ; 197（2）：485-490.

7） Kobayashi K. Clinical signifi cance of CD44 variant 9 expression as a prognostic indicator in bladder 

cancer. Oncol Rep. 2016 Nov ; 36（5）：2852-2860.

8） Nagata Y. Anti-TNF-α Agent Infl iximab and Splenectomy Are Protective Against Renal Ischemia-

Reperfusion Injury. Transplantation. 2016 Aug ; 100（8）：1675-82.

9） Matsuyama H. Running suture versus interrupted suture for vesicourethral anastomosis in retropubic 

radical prostatectomy: a randomized study. Int J Urol. 2015 Mar ; 22（3）：271-7.

10） Isoyama N. Comparative associations of muscle mass and muscle strength with mortality in dialysis 

patients. Clin J Am Soc Nephrol. 2014 Oct 7 ; 9（10）：1720-8.
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上

皮

情

報

解

析

医

科

学

眼 科 学 講 座

教授　木村　和博

http://ds.cc.yamaguchi-u.ac.jp/̃eye/index.html
主な研究課題
・網膜下瘢痕病巣形成メカニズム解明とその治療への応用
・網膜硝子体疾患およびぶどう膜炎におけるサイトカインネットワークを基盤とした発症機序の解明
・感染性角膜潰瘍発症の分子機序に基づいた新たな治療薬の開発
・遷延性角膜上皮欠損に対するペプチド療法の有効性評価
・線維柱帯切除術後に及ぼすプロスタグランジン誘導体の影響とその制御
発表代表論文
1） Tokuda K，Baron B，Kuramitsu Y，Kitagawa T，Tokuda N，Morishige N，Kobayashi M，Kimura 
K，Nakamura K，Sonoda KH：Optimization of fi xative solution for retinal morphology: a comparison 
with Davidson’s fi xative and other fi xation solutions．Jpn J Ophthalmol 62（4）：481-490，2018.7

2） Takeda A，Yamada H，Hasegawa E，Arima M，Notomi S，Myojin S，Yoshimura T，Hisatomi T，
Enaida H，Yanai R，Kimura K，Ishibashi T，Sonoda KH ：Crucial role of P2X7 receptor for 
eff ector T cell activation in experimental autoimmune uveitis．Jpn J Ophthalmol 62（3）：398-406，
2018.5

3） Sato K，Takeda A，Hasegawa E，Jo YJ，Arima M，Oshima Y，Yanai R，Nakazawa T，Yuzawa 
M，Nakashizuka H，Shimada H，Kimura K，Ishibashi T，Sonoda KH：Interleukin-6 plays a crucial 
role in the development of subretinal fi brosis in a mouse model．IMMMed 41（3）：23-29，2018.4

4） Yanai R，Chen S，Uchi SH，Nanri T，Connor KM，Kimura K：Attenuation of choroidal 
neovascularization by dietary intake of ω-3 long chain polyunsaturated fatty acids and lutein mice．
PLOS ONE 13（4）：e0196037-e0196037，2018.4

5） Nomi N，Ohta M，Fukumura M，Nuno Y，Hatano M，Wakuta M，Yanai R，Kimura K：
Indocyanine green angiography fi ndings of cystoid macular edema secondary to paclitaxel therapy．
Jpn J Ophthalmol 62（2）：163-167，2018.3

6） 木村　和博，守田　裕希子，折田　朋子，藤津　揚一朗，小賀　厚徳：眼窩原発Merkel細胞癌の1例．
日本眼科学会雑誌 121（12）：930-935，2017.12

7） Kimura K，Orita T，Kobayashi Y，Matsuyama S，Fujimoto K，Yamauchi K：Concentration of 
acute phase factors in vitreous fl uid in diabetic macular edema．Jpn J Ophthalmol 61（6）：479-483，
2017.11

8）　Yanai R，Harada D，Uchi SH，Yamashiro C，Orita T，Sonoda KH，Kimura K：Poor prognosis of 
elderly individuals >80 years of age with acute retinal necrosis．Am J Ophthalmol Case Rep 7（0）：
107-112，2017.9

上

皮

情

報

解

析

医

科

学

耳鼻咽喉科学講座

教授　山下　裕司

http://ds.cc.yamaguchi-u.ac.jp/̃ent/index.html

主な研究課題

・内耳の機能回復に関する研究－直接的薬剤注入法による内耳機能回復について－

・内耳におけるアイチエイジング研究

・新しいめまい診断機器の開発

・ゼブラフィッシュを用いた内耳保護物質のスクリーニング研究

発表代表論文

1）T. Hori et al. Oral administration of an herbal medicine to prevent progressive hearing loss in a 

mouse model of diabetes. Auris Nasus Larynx : 2019

2）H.Fujii, et al. Quantitative Analysis of Smooth Pursuit Eye Movement Using Video-Oculography. 

Archives of Otolaryngology and Rhinology : 4(1) : 30-34, 2018.5.

3）S. Nagato, et al. Oral administration of geranylgeranylacetone to protect vestibular hair cells. Auras 

Nisus Larynx : 45(3) : 412-416, 2018.6.

4）Y. Takemoto, et al. Protective eff ect of an astaxanthin nanoemulsion against neomycin-induced hair-

cell damage in zebrafi sh. Auras Nisus Laryn.x : 15(1) :20-25, 2018.2.

5）Y. Hirose . et al. Yamashita. Quercetin protects against hair cell loss in the zebrafi sh lateral line and 

guinea pig cochlea. Hearing Research.342：80-85, 2016.

6）J. Tsuda, et al. A study of hearing function and histopathologic changes in the cochlea of the type 2 

diabetes model Tsumura Suzuki obese diabetes mouse. Acta Oto-Laryngologica :136：1097-1106, 

2016.6.

7）Y. Hirose, et al. Quercetin protects against hair cell loss in the zebrafish lateral line and guinea 

pigcochlea. Hearing Research：2016.10.

8）S. Yoshida, et al. The minimum peptides of IGF-1 and substance P protect vestibular hair cells 

against neomycin ototoxicity. Acta Oto-Laryngologica：135：411-415, 2015.5.

9）K. Sugahara, et al. Coenzyme Q10 Protects Hair Cells against Aminoglycoside. PLoS One 9：e108280, 

2014.

10)K. Sugahara, et al. Autoimmune inner ear disease associated with Ankylosing Spondylitis. Egypt J 

Otolaryngol 30：176-179, 2014.
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講　　座　　名
指導教員(代表) 主　な　研　究　課　題　・　発　表　代　表　論　文

構

造

解

析

病

態

医

学

放射線医学講座

教授　伊東　克能

http://ds.cc.yamaguchi-u.ac.jp/̃radiants/

主な研究課題

・選択的IRパルス併用cine-dynamic MRCPによる膵胆道機能・動態の評価

・Multiparametric MRIによる膵胆道機能・動態評価と胆膵関連疾患診断への臨床応用

・肝細胞癌のCT診断における人工知能の活用に関する研究

・他疾患のサーベイランスにおいて発見された膵癌の画像的特徴

・肺疾患の放射線画像診断における人工知能の活用に関する研究

・頭頚部癌頸部リンパ節転移画像診断における人工知能の活用に関する研究

・Dual source CT を用いた冠動脈の CT angiography の臨床的有用性の検討

・カテーテルを用いたinterventional radiologyの臨床的有用性の検討

発表代表論文

1） Okada M. Histogram-based comparison between dynamic and static lung perfused blood volume 

images using dual energy CT. Eur J Radiol. 108 : 269-275, 2018

2） Ito K. Alterations in apparent diffusion coefficient values of the kidney during the cardiac cycle: 

Evaluation with ECG-triggered diff usion-weighted MR imaging. Magn Reson Imaging. 52 : 1-8, 2018

3） Iida E. Imaging of Paranasal Sinuses and Anterior Skull Base and Relevant Anatomic Variations. 

Radiol Clin North Am. 55 : 31-52, 2017

4） Kunihiro Y. Evaluation of a proper cutoff value on quantitative dual-energy perfusion CT for the 

assessment of acute pulmonary thromboembolism. Acta Radiol. 58 : 1061-1067, 2017

5） Tanabe M. Imaging Outcomes of Liver Imaging Reporting and Data System Version 2014 Category 

2, 3, and 4 Observations Detected at CT and MR Imaging. Radiology. 281 : 129-1, 2016

6） Tanaka N. High-resolution CT fi ndings of idiopathic pneumonia syndrome after haematopoietic stem 

cell transplantation: based on the updated concept of idiopathic pneumonia syndrome by the 

American Thoracic Society in 2011. Clin Radiol. 71 : 953-959, 2016

7） Shigemoto Y. F-18-FDG-avid lymph node metastasis along preferential lymphatic drainage pathways 

from the tumor-bearing lung lobe on F-18-FDG PET/CT in patients with non-small-cell lung cancer. 

Ann Nucl Med. 30 : 287-297, 2016

8） Kunihiro Y. High-resolution CT findings of primary lung cancer with cavitation: a comparison 

between adenocarcinoma and squamous cell carcinoma. Clin Radiol. 71 : 1126-1131, 2016

構

造

解

析

病

態

医

学

放射線腫瘍学講座 主な研究課題

・難治癌に対する新規放射線治療レジメンの開発

・動体追跡システムを用いた高精度放射線照射技術の開発

・新規イメージングと画像誘導放射線治療法の開発 

・放射線治療における新規予後予測指標の開発

発表代表論文

1）Shiinoki T, et al. Commissioning and Clinical Application of the Respiratory Motion Management in 

Radiation Therapy. Nihon Hoshasen Gijutsu Gakkai Zasshi. 2018 ; 74（11) : 1352-1359.

2）Fujii F, et al. A Bouc-Wen model-based compensation of the frequency-dependent hysteresis of a 

piezoelectric actuator exhibiting odd harmonic oscillation. Actuators 2018, 7（3), 37

3）Fujii F, et al. A reference trajectory correction algorithm to improve the tracking accuracy of the 

robotic phantom system used in the quality assurance of the radiation therapy. Transactions of the 

JSME 2018 Vol. 84, No. 861 pp. 17-00495-17-00495.

4）Shiinoki T, et al. Estimation of patient-specifi c imaging dose for real-time tumor monitoring in lung 

patients during respiratory-gated radiotherapy. Phys Med Biol. 2018 Mar 21;63（6) : 065016.

5）Hamada K, et al. Swyer-James Syndrome. Am J Respir Crit Care Med. 2018 Jan 1 ; 197（1) : 130-131.

6）Yuasa Y, et al. Eff ect of gantry speed on accuracy of extracted target motion trajectories and image 

quality in 4D-CBCT: Phantom study. Biomed. Phys. Eng. Express 3 （2017） 067001

7）Fujimoto K, et al: Effi  cacy of patient-specifi c bolus created using three-dimensional printing technique 

in photon radiotherapy. Phys Med. 38 : 1-9:2017 

8）Hanazawa H, et al: Clinical assessment of coiled fiducial markers as internal surrogates for 

hepatocellular carcinomas during gated stereotactic body radiotherapy with a real-time tumor 

tracking system. Radiother Oncol,123 （1) : 43-48 : 2017

9） Shiinoki T, et al: Verifi cation of respiratory-gated radiotherapy with new real-time tumour-tracking 

radiotherapy system using cine EPID images and a log fi le. Phys Med Biol,21:62（4） : 1585-1599 : 2017

10)Shiinoki T, et al: Evaluation of a combined respiratory-gating system comprising the TrueBeam 

linear accelerator and a new real-time tumor-tracking radiotherapy system: a preliminary study. J 

Appl Clin Med Phys,17（4） : 202-213:2016

11)Yuasa Y, et al : Evaluation of the incident directional dependence of radiochromic fi lm by use of 

Monte Carlo simulation and measurement.Radiol Phys Technol, 9（2） : 227-232:2016
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講　　座　　名
指導教員(代表) 主　な　研　究　課　題　・　発　表　代　表　論　文

生

殖

・

発

達

医

科

学

産科婦人科学講座

教授　杉野　法広

http://ds.cc.yamaguchi-u.ac.jp/̃obgyn/
主な研究課題
・生殖現象ならびに周産期医学に関する研究
－細胞分化とエピジェネティクス－
－黄体機能，子宮内膜機能の分子生物学的調節機構の解明
－生殖におけるメラトニンの役割とアンチエイジング
－子宮筋腫，子宮内膜症とDNAメチル化異常
－胎児先天異常の超音波学的ならびに遺伝学的診断
・子宮頚癌，子宮体癌，卵巣癌の浸潤・転移機構の解明と分子標的治療の開発
発表代表論文
1）Shinagawa et al.
C/EBPβ regulates Vegf gene expression in granulosa cells undergoing luteinization during ovulation in 
female rats. Scitifi c Reports, 9 : 714, 2019.

2）Tamura I et al.
The distal upstream region of insulin-like growth factor‒binding protein-1 enhances its expression in 
endometrial stromal cells during decidualization. J Biol Chem 293 : 5270-5280, 2018.

3）Tamura I et al.
Novel function of a transcription factor WT1 in regulating decidualization in human endometrial 
stromal cells and its molecular mechanism.  Endocrinology 158 : 3696-3707, 2017.

4）Tamura H et al. 
Long term melatonin treatment delays ovarian aging. J Pineal Res e12381, 2016.

5）Sato S et al. 
Identification of uterine leiomyoma-specific marker genes based on DNA methylation and their 
clinical application.  Scientifi c Reports 6 : 30652, 2016.  

6）Okada M rt al. 
Epigenetic changes of the Cyp11a1 promoter region ingranulosa cells undergoing luteinization during 
ovulation

in female rats.  Endocrinology 157 : 3344-3354, 2016.
7）Maekawa R et al. 
Tissue-specifi c expression of estrogen receptor 1 is regulated by DNA methylation in a T-DMR. Mol 
Endocrinol 30 : 335-347, 2016.

脳

・

神

経

病

態

制

御

医

学

麻酔・蘇生学講座

教授　松本美志也

http://ds.cc.yamaguchi-u.ac.jp/̃anethy-u/

主な研究課題

・麻酔時の脳循環・代謝に関する研究

・麻酔薬の脳保護作用に関する研究

・脊髄虚血の病態と治療に関する研究

・脳虚血の病態と治療に関する研究

・心臓・大血管手術時の脳障害発生機序と予防法に関する研究

発表代表論文

1）Takehiko Fukui, et al.：Comparison of the protective eff ects of direct ischemic preconditioning and 

remote ischemic preconditioning in a rabbit model of transient spinal cord ischemia. J Anesth 32：

3-14, 2018

2）Kenji Yoshitani, et al.：Clinical Utility of Intraoperative Motor-Evoked Potential Monitoring to 

Prevent Postoperative Spinal Cord Injury in Thoracic and Thoracoabdominal Aneurysm Repair: An 

Audit of the Japanese Association of Spinal Cord Protection in Aortic Surgery Database. 

ANESTHESIA & ANALGESIA 126（3)：763-768, 2018

3）Yosuke Miyazaki, et al.：Coronary obstruction occurring 72h after transcatheter aortic valve 

replacement with a self-expandable valve. International Journal of Cardiology 223：1-6, 2016

4）Tetsuro Oda, et al.：1-Year Follow-Up of Contained Aortic Root Rupture After Transcatheter Aortic 

Valve Replacement. JACC 9（3)：295-296, 2016

5）Toshiyuki Nakanishi, et al.：Anaphylaxis to sugammadex diagnosed by skin prick testing using both 

sugammadex and a sugammadex-rocuronium mixture. Anaesth Intensive Care 44（1）：122-124, 2016

6）Kohji Utada, et al.：The combination of insulin-like growth factor 1 and erythropoietin protects 

against ischemic spinal cord injury in rabbits. J Anesth 29：741-748, 2015

7）Yumiko Shirasawa, et al.：Myotonic dystrophy diagnosed after cesarean section. J Anesth 28：952, 

2014

8）Mishiya Matsumoto, et al.：Neuroanesthesia : from bench to bed. J Anesth 26：585-588, 2012

9）Toru Gohara, et al.：Temporal profiles of aquaporin 4 expression and astrocyte response in the 

process of brain damage in fat embolism model in rats. J Anesth. 24：225-233, 2010
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指導教員(代表) 主　な　研　究　課　題　・　発　表　代　表　論　文

脳

・

神

経

病

態

制

御

医

学

脳神経外科学講座

教授　鈴木　倫保

http://ds.cc.yamaguchi-u.ac.jp/̃neuro-w1/

主な研究課題

・脳血管障害における皮質拡散抑制の研究

・難治性てんかんに対する大脳冷却システムの開発

・温度受容機構を利用した脳機能制御に関する研究

・重症頭部外傷に対する重症化因子の検索と脳温管理の有効性に関する研究

発表代表論文

1）Sugimoto K. Cilostazol decreases duration of spreading depolarization and spreading ischemia after 

aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Ann Neurol. 2018 Dec ; 84（6): 873-885..

2）Nomura S. Reduction of spike generation frequency by cooling in brain slices from rats and from 

patients with epilepsy. J Cereb Blood Flow Metab. 2018 Aug 17 : 271678X18795365.

3）Izuma H. Thrombolysis with rt-PA under Rivaroxaban Anticoagulation in a Hypertensive Rat Model 

of Intraluminal Middle Cerebral Artery Occlusion. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2018 Oct ; 27（10): 2761-

2767.

4）Ishihara H. Safety and Time Course of Drip-and-Ship in Treatment of Acute Ischemic Stroke. J 

Stroke Cerebrovasc Dis. 2017 Nov ; 26（11): 2477-2481.

5）Sugimoto K. D-Dimer Elevation as a Blood Biomarker for Detection of Structural Disorder in Mild 

Traumatic Brain Injury. J Neurotrauma. 2017 Dec 1 ; 34（23): 3245-3248.

6）Tokiwa T. Detailed spectral profi le analysis of electrocorticograms during freezing against penicillin-

induced epileptiform discharges in the anesthetized rat. Epilepsy Res. 2018 Jul ; 143 : 27-32.

7）Kurogi R. Comparing intracerebral hemorrhages associated with direct oral anticoagulants or 

warfarin. Neurology. 2018 Mar 27 ; 90（13): e1143-e1149.

上

皮

情

報

解

析

医

科

学

歯科口腔外科学 

講 座

教授　三島　克章

主な研究課題

・口唇口蓋裂に対する口腔・顎・顔面の形態と機能の解析法の開発

・口腔癌に対する新規治療法・新規診断法の開発

・口腔癌に対する支持療法の有効性の検討

・口腔癌のゲノム解析，遺伝子異常の解析

発表代表論文

1） Harada K, et al.: Elemental diet inhibits pro-inflammatory cytokine production in keratinocytes 

through the suppression of NF-κB activation. Oncol Rep. 40（1): 361-368, 2018.

2） Harada K, et al.: PD-L1 expression in malignant salivary gland tumors. BMC Cancer. 18（1): 156. 2018.

3） Yamanouchi R, et al.: Low carbonyl reductase 1 expression is associated with poor prognosis in 

patients with oral squamous cell carcinoma. Mol. Clin. Oncol. 8（3):4 00-406, 2018.

4） Harada K, et al.: Therapeutic strategies with oral fl uoropyrimidine anticancer agent, S-1 against oral 

cancer. Jpn. Dent. Sci. Rev. 53（3): 61-77, 2017.

5） Umeda H, et al.: Appearance of cell-adhesion factor in osteoblast proliferation and diff erentiation of 

apatite coating titanium by blast coating method. J. Mater. Sci. Mater. Med. 28（8): 112, 2017.

6） Harada K, et al.: High expression of stathmin 1 is a strong prognostic marker in oral squamous cell 

carcinoma patients treated by docetaxel-containing regimens. Clin. Exp Med. 17（1): 45-50, 2017.

7） Mishima K, et al.: Characteristics of posed smiles for class III female patients before and after 

osteotomy using principal component analysis. J. Craniofac. Surg. 27（7): 1754-1758, 2016.

8） Nakano A, et al.: Quantitative analysis of velopharyngeal movement using a stereoendoscope: 

accuracy and reliability of range images. Comput. Aided Surg. 20, 29-33, 2015.

9） Mishima K, et al.: Gender diff erences in posed smiles using principal component analysis. J. Cranio-

Maxillofac. Surg. 43, 144-148, 2015.

10） Uchida K, et al.: Investigation of HOXA9 promoter methylation as a biomarker to distinguish oral 

cancer patients at low risk of neck metastasis. BMC Cancer. 4 : 353, 2014.

－ 39 －



研究
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講　　座　　名
指導教員(代表) 主　な　研　究　課　題　・　発　表　代　表　論　文

医

療

情

報

解

析

学

臨床検査・腫瘍学

講 座

（旧臨床検査医学講座）

教授　山﨑　隆弘

http://ds.cc.yamaguchi-u.ac.jp/̃jnaka/kouza/

主な研究課題

・消化器癌に対する新規治療法の開発

・消化器癌に対するバイオマーカーの開発

・がんのなりやすさを予測する検査法の開発

・便DNA検査による大腸癌スクリーニングの研究 

・消化器疾患における腸内細菌の研究

発表代表論文

1）Saeki I, et al. No Muscle Depletion with High Visceral Fat as a Novel Beneficial Biomarker of 

Sorafenib for Hepatocellular Carcinoma. Liver Cancer. 2018 Oct;7（4): 359-371.

2）Shinoda S, et al. Deferasirox, an oral iron chelator, with gemcitabine synergistically inhibits pancreatic 

cancer cell growth in vitro and in vivo. Oncotarget. 2018 Jun 19;9（47): 28434-28444.

3）Sasaki S, et al. EBV-associated gastric cancer evades T-cell immunity by PD-1/PD-L1 interactions. 

Gastric Cancer. 2018 Sep 28.

4）Suehiro Y, et al. Blood free-circulating DNA testing by highly sensitive methylation assay to diagnose 

colorectal neoplasias. Oncotarget. 2018 Mar 30;9（24): 16974-16987.

5）Fujisawa K, et al. Analysis of Metabolomic Changes in Mesenchymal Stem Cells on Treatment with 

Desferrioxamine as a Hypoxia Mimetic Compared with Hypoxic Conditions. Stem Cells. 2018 Aug;36

（8): 1226-1236.

6）Yamaoka Y, et al. Fusobacterium nucleatum as a prognostic marker of colorectal cancer in a 

Japanese population. J Gastroenterol. 2018 Apr;53（4): 517-524.

7）Suheiro Y, et al. Highly sensitive faecal DNA testing of TWIST1 methylation in combination with 

faecal immunochemical test for haemoglobin is a promising marker for detection of colorectal 

neoplasia. Ann Clin Biochem. 2018 Jan;55（1): 59-68..

8）Yamasaki T, et al. Deferoxamine for advanced hepatocellular carcinoma. N Engl J Med. 2011 Aug 

11;365（6): 576-8

生

体

侵

襲

解

析

・

制

御

医

学

救急・総合診療

医 学 講 座

（旧救急医学講座）

教授　鶴田　良介

http://ds.cc.yamaguchi-u.ac.jp/̃amec/index.htm

主な研究課題

・重症患者の全身管理と転帰

・院外心停止患者への治療と転帰

・重症患者のせん妄発症と睡眠

・頭部外傷に対する治療法の開発 

・急性一酸化炭素中毒患者の治療と転帰

発表代表論文

1）Tsuruta R, et al. Comparison of clinical practice guidelines for the management of pain, agitation, and 

delirium in critically ill adult patients. Acute Medicine & Surgery, 2018 ; 5 : 207-212.

2）Yamamoto T, et al. Evaluation of a Novel Classification of Heat-Related Illnesses: A Multicentre 

Observational Study （Heat Stroke STUDY 2012）, Int J Environ Res Public Health 2018, 15（9）

3）Fujita M, et al. Variability in Treatment for Carbon Monoxide Poisoning in Japan: A Multicenter 

Retrospective Survey Emergency Medicine International, 2018 Dec 2159147, 5

4）Fujita M, et al. Early-Stage Hyperoxia is Associated with Favorable Neurological Outcomes and 

Survival after Severe Traumatic Brain Injury: A Post-Hoc Analysis of the Brain Hypothermia Study. 

N Neurotrauma. 2017 Jan 19

5）Koga Y, et al. Splenic volume in severe sepsis is associated with disease severity and pneumococcal 

infection. Acute Med Surg.2016 May 3 : 3（4): 339-344

6）Fukuda S, et al. Risk factors for late defecation and its association with the outcomes of critically ill 

patients : a retrospective observational study.  J Intensive Care. 2016 Apr 29 ; 4 : 33

7）Yagi T, et al. Cardiac arrest due to massive hemorrhage from uterine adenomyosis with leiomyoma 

successfully treated with damage control resuscitation. Acute Med Surg. 2016 Apr 18 : 3（4)388-391

8）Koga Y, et al. Extent of pleural eff usion on chest radiograph is associated with failure of high-fl ow 

nasal cannula oxygen therapy.  J Crit Care. 2016 Apr; 32 : 165-9

9）Tsuruta R, et al. A clinical perspective of sepsis-associated delirium.  J Intensive Care. 2016 Mar 23 ; 

4 : 18

10)Yamamoto T, et al. Predictive Factors for Hospitalization of Patients with Heat Illness in Yamaguchi, 

Japan.  Int J Environ Res Public Health. 2015 Sep 18 ; 12（9): 11770-80.
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指導教員(代表) 主　な　研　究　課　題　・　発　表　代　表　論　文

医

療

情

報

解

析

学

医療情報判断学

講 座

教授　石田　　博

http://mids.hosp.yamaguchi-u.ac.jp/

主な研究課題

・情報統合による医療技術評価

　－新しい薬剤・診断検査の費用対効果分析

　－診断検査の有用性評価

・診療支援システムの有用性評価 

　－病院情報システムにおけるチェック（アラート等）機能の有用性評価

　－診療支援システムの機能開発と有用性評価

・診療ワークフローにおける診療情報の蓄積支援機能とその有用性評価

発表代表論文

1）Kimura E, et al.：Evaluation of the Anonymity and Utility of De-Identifi ed Clinical Data　Based on 

Japanese Anonymization Criteria. MEDINFO 2017: Precision Healthcare through Informatics：1303, 

2018

2）Okada M, et al.：Framework of Performance Measures for Health Information Exchange （HIE). 

MEDINFO 2017: Precision Healthcare through Informatics：1103-1107, 2018

3） 栗原 幸男ら：患者プロファイル情報管理の課題と改善策, 医療情報学. 37（3): 125-133, 2017

4） 津久間 秀彦ら：医科学での臨床実習支援システムの現状と課題―国立大学病院へのアンケート調査結

果を基に―，医療情報学. 36（4): 181-195, 2016

5） 樫部 公一ら：病院情報システムにおけるオーダ時チェックの頻度ならびに臨床的有用性の評価，医療

情報学. 36（5): 241-251, 2015

6） 石田 博ら：臨床検査領域における個人情報の管理の現状と課題, 臨床病理. 62（11): 1115-1121, 2014

7）Morishima T, et al. : Cost-eff ectiveness analysis of omalizumab for the treatment of severe asthma in 

Japan and the value of responder prediction methods based on a multinational trial., Value in Health 

Regional Issues 2（1): 29-36, 2013

8）Ikai H, et al. : Impact of postgraduate education on physician practice for community-acquired 

pneumonia. J Eval Clin Pract. 18（2): 389-95,2012

医

療

情

報

解

析

学

臨床薬理学講座

教授　北原　隆志

主な研究課題

・微量分析および薬物動態解析を用いた薬物療法最適化

・薬物障害マーカー探索および臨床応用

・医薬品使用時の安全管理に関する研究

・薬物有害反応（Adverse Drug Reaction：ADR）検出システムに関する研究

発表代表論文

1）N.Matsunaga, T.Kitahara et al. The influence of light sources on sunitinib measurements with 

photoisomerization. Biomedical chromatography. 33 : e4407, 2019

2）Y.Kodama, T.Kitahara et al. Gene delivery system of pDNA using the blood glycoprotein fetuin.

Journal of drug targeting. 26 : 604-609,2018

3）Y.Kodama ,T.Kitahara et al. Methotrexate-Coated Complexes of Plasmid DNA and Polyethylenimine 

for Gene Delivery. Biological & pharmaceutical bulletin. 41 : 1537-1542, 2018

4）Y.Kodama ,T.Kitahara et al. Splenic Delivery System of pDNA through Complexes Electrostatically 

Constructed with Protamine and Chondroitin Sulfate.Biological & pharmaceutical bulletin. 41 : 342-

349, 2018

5）H.Nakagawa ,T.Kitahara et al. Evaluation of the Safety of 2.0% Ganciclovir Eye Drops for Hospital 

Preparation.Yakugaku zasshi. 138 : 107-110, 2018

6）K.Sato ,T.Kitahara et al. Influence of Storage Conditions after One-dose Packaging on Stability of 

Magnesium Oxide Tablets. Yakugaku zasshi. 138 : 1435-1441, 2018

7） M.Iwanaga ,T.Kitahara et al. Biocompatible complex coated with glycosaminoglycan for gene delivery. 

Journal of drug targeting. 25 : 370-378, 2017

8） Y. Kodama ,T.Kitahara et al. Application of biodegradable dendrigraft poly-l-lysine to a small 

interfering RNA delivery system. Journal of drug targeting. 25 : 49-57, 2017

9） J.Hashizume ,T.Kitahara et al. Evaluation of Antiemetic Therapy for Hepatic Transcatheter Arterial 

Infusion Chemotherapy with Cisplatin. Biological & pharmaceutical bulletin. 39 : 611-614, 2016

－ 41 －



【一般・社会人特別選抜用】

担 当 講 座 等

への連絡状況

１．連絡済

２．未連絡
（○で囲む）

受 験

番 号

※

山口大学大学院医学系研究科
医学博士課程　入学志願票

出 願 す る

選 抜 方 法

出 願 す る

時 　 　 期

１．一　般　選　抜　　　　　２．社会人特別選抜

（いずれかを○で囲むこと）

１．10　月　入　学　　　　　２．４　月　入　学

（いずれかを○で囲むこと）

研 究 領 域 名
（担当講座名）

フ リ ガ ナ

性 別 男 ・ 女
氏 名

生年月日（年齢） 昭和・平成　　　　年　　　　月　　　　日（満　　　才）

現 住 所
 （ 入 学 に 関 す る

通知を受ける場所）

〒

TEL（　　　　　　　　　　　　　　）

出 願 資 格

　昭和・平成・令和　　　年　　月　　日

　　　　　　　大学　　　　　学部　　　　学科　卒業・卒業見込

　昭和・平成・令和　　　年　　月　　日

　　　　大学大学院　　　　研究科　　　　専攻　修了・修了見込

勤 務 先 職 名

勤務先所在地
〒

TEL（　　　　　　　　　　　　　　）

等

者

護

保
氏 名

志 願 者

との続柄

現 住 所
〒

TEL（　　　　　　　　　　　　　　）

備　考
　（１）必要事項は，ボールペンで楷書で正確に記入してください。
　（２）社会人の人は，勤務先等を記入してください。
　（３）※は，記入しないこと。

2019（令和元）年 10 月・2020（令和２）年４月



履　　　歴　　　書

区分 年　　月 事　　　　　　　　　　　　　項

学

　
　
　
　 歴
（
高
等
学
校
卒
業
以
上
）

年　　　月 高等学校卒業

年　　　月

年　　　月

年　　　月

年　　　月

年　　　月

年　　　月

職

　
　
　
　
　
　
　
　 歴

年　　　月

年　　　月

年　　　月

年　　　月

年　　　月

年　　　月

年　　　月

医 師 国 家 試 験
昭和

平成
　　　年　　月　　日合格 医籍登録番号第　　　　　　　　号

歯科医師国家試験
昭和

平成
　　　年　　月　　日合格 歯科医籍登録番号第　　　　　　　　号

証

明

書

貼

付

欄

検

定

料

払

込

１．検定料振替払込受付証明書の裏面全部にのり付けしてください。

２．必ずゆうちょ銀行（郵便局）の受付窓口で振り込んでください。

３．検定料振替払込受付証明書に受付局日附印が押されていない場合は受理でき

　ないので注意してください。

昭和
平成
令和

昭和
平成
令和



山口大学大学院医学系研究科医学博士課程

Graduate School of Medicine, Yamaguchi University

受　　験　　票
Identification for Examination

受験番号
Examinee's No.

※

氏　　名
Name

志望講座
Department

１．英　　語　　
English

２．専門科目
　　Major academic subjects

３．口述試験
　　Interview

10：00～12：00

13：00～15：00

15：10～

備考　※印欄は記入しないこと。　Note　※Leave blank.

山口大学大学院医学系研究科医学博士課程

Graduate School of Medicine, Yamaguchi University

写　　真　　票
Photograph Form

受験番号
Examinee's No.

※

氏　　名
Name

写 真 貼 付

Photograph

head & shoulders

（４cm×３cm）

志望講座
Department

備考　※印欄は記入しないこと。　Note　※Leave blank.

切 り 離 さ な い こ と切 り 離 さ な い こ と









【一般・社会人特別選抜用】

【出願資格認定申請用】

平成29年10月・平成30年４月入学

山口大学大学院医学系研究科医学博士課程

入学試験出願資格認定申請書

担当講座等へ

の連絡状況

１．連絡済

２．未連絡

（○で囲む）山口大学大学院医学系研究科長　殿

下記の書類を添付のうえ，標記出願資格の認定を申請します。

記

出願を希望する選抜方法 　□ 一　般　選　抜 　□ 社会人特別選抜

認定を希望する出願資格
　□ 出願資格６（3），（4）

　□ 出願資格８

　□ 出願資格７

　□ 出願資格９

※出願を希望する選抜方法及び認定を希望する出願資格の□に を付けること。

□ ②卒業証明書又は修了証明書

□ ③履　　　歴　　　書

□ ④研 究 業 績 目 録

□ ⑤研究・職務経験概要

□ ⑥研究・職務内容証明書

□ ⑦成　績　証　明　書

□ ⑧在学証明書又は在学期間証明書

□ ⑨在学する学部・学科等の履修概要等

□ ⑩研　究　計　画　書

□ ⑪返　信　用　封　筒

※出願資格により指定された提出書類の□に を付けること。

（申　請　者）

　ふ り が な

 氏　　名

 生年月日　　昭和・平成　　 年　　 月　　 日

 住　　所　　〒

 電話番号　　 （　　　　）　　　 －

 志望研究領域

（担当講座）　　（　　　　　　　　　　　　　　）





【一般・社会人特別選抜用】

【出願資格認定申請用】

履　　　歴　　　書
山口大学大学院医学系研究科（医学博士課程）

ふりがな

氏　名 生年月日
昭和

平成
　　年　　月　　日生 性別 男 ・ 女

現住所
〒

TEL　　　　－ 　　　－　　　　 

　学　　　歴　　※高等学校（同等の教育機関を含む）卒業以上について記入すること。

年 　　月

年 　　月

年 　　月

年 　　月

年 　　月

　職　　　歴

年 　　月

年 　　月

年 　　月

年 　　月

年 　　月

年 　　月

年 　　月

　資 格 ・ 免 許 等

年 　　月

年 　　月

※ 欄が不足する場合は，別紙を添付すること。





【一般・社会人特別選抜用】

【出願資格認定申請用】

受　験　番　号

※

研　究　業　績　目　録
山口大学大学院医学系研究科（医学博士課程）

氏 名 担当講座

学術論文，研究発表，報告，特許等の名称
発行又は発表の

年　　月　　日

発行所，発表雑誌等又は

発 表 学 会 等 の 名 称

備 考（ 共 著 者

又は合同発表者名）

注　１．年代順に記載すること。また，学術論文等は，印刷又は写を添付すること。なお，パソコン等を使用する場合は，
　　　　本様式にならい作成すること。
　　２．研究業績のない場合は，「なし」と記入すること。
　　３．※印欄は，記入しないこと。





【一般・社会人特別選抜用】

【出願資格認定申請用】

受　験　番　号

※

研究・職務経験概要
山口大学大学院医学系研究科（医学博士課程）

氏名 担当講座

研

究

歴

・

職

歴

勤 務 期 間 研究・勤務先 主 な 研 究 又 は 職 務 の 内 容

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

研究計画に関連する過去の研究・職務内容

（注）１．研究経験等のない場合は，「なし」と記入すること。
　　 ２．※印欄は，記入しないこと。





【一般・社会人特別選抜用】

【出願資格認定申請用】

研究・職務内容証明書

氏　　名

生年月日　　
昭和

　　　　　　平成
　　　年　　　月　　　日生

上記の者が，下記のとおり研究又は職務に従事したことを証明します。

記

研究又は職務に従事し

た機関，部局及び身分

研 究 又 は 職 務 に

従 事 し た 機 関
　　　年　　　月～　　　年　　　月（　　 年　　 か月）

研究又は職務の内容

平成　　　年　　　月　　　日

山口大学大学院医学系研究科長　　殿

所 在 地

機 関 名

機関の長 印

研 究 又 は 職 務 に

従 事 し た 期 間





【一般・社会人特別選抜用】

【出願資格認定申請用】

受　験　番　号

※

研　究　計　画　書
山口大学大学院医学系研究科（医学博士課程）

氏 名 担当講座

研究テーマ

研究計画





For foreign students

受験番号

Examinee's No.

※

医 学 博 士 課 程 入 学 志 願 票
Application for Admission to the Graduate School of Medicine, Yamaguchi University

氏　　名
Name

性　　別
Sex

□　男　Male

□　女　Female

国　　籍
Nationality

生年月日
Date in Birth

年齢
Age

現 住 所
Address

〒

 電話番号　Telephone No.

出　願　資　格
University or College attended

（faculty）

医師国家試験
Medical License No.（Country）

歯科医師国家試験
Dental License No.（Country）

出願する講座
Department you apply

連　 絡 　先
Mailing Address if different

備　考 ⑴ 願書記入の際は，募集要項を熟読のうえ，記入漏れがないようにすること。

⑵ ※印欄は記入しないこと。

Note ⑴ Read carefully ''Application Procedures for Foreign Student Admission to the Graduate School 

⑵ ※ Leave blank.

2019年10月・ 2020年４月入学　山口大学大学院医学系研究科

of Medicine. Doctoral Program October 2019 and April 2020'' before filling out this form.

入学時期
Semester of
Enrollment

１．10 月入学（October） 　　　２．４月入学（April）

（いずれかを○で囲むこと）　（Please circle one of them）



検定料郵便振替払込受付証明書

貼　付　欄

１．検定料郵便振替払込受付証明書（お

客さま用）の裏面全部にのり付けし

てください。

１．Please paste the receipt.

２．必ず郵便局の受付窓口で振り込ん

でください。

２．Please make your payment at any 

Japan Post Bank.

３．検定料郵便振替払込受付証明書に

受付局日附印が押されていない場合は

受理できないので注意してください。

３．Please ensure that the receipt has a 

reception stamp imprinted on.



履　　　歴　　　書
Curriculum vitae

氏名

自 国 語
Your native language 男（Ｍ）

・
女（Ｆ）
Sex

生 年 月 日
Date in Birth

　　　年　　月　 日
年齢
Age

国　 籍
Nationality

在　留
資　格
Resident
status

Family name　　　　　　　 First name 　　　　　　　Middle name

フ リ ガ ナ

ロ ー マ 字
KATAKANA
Alphabet Family name　　　　　　　 First name 　　　　　　　Middle name

出　身　学　校
Name and address of school

正規の修学年数
Officially required number
of years of schooling

入学及び卒業年月
Year and month
of entrance and
completion

修学年数
Period of
schooling

専攻科目
Major subject if any

学位・資格
Diploma or

degree awarded

初　等　教　育
Elementary education

小　 学 　校
Elementary school

中　等　教　育
Secondary education

中学校及び高校
Secondary school

高　等　教　育
Higher Education

大学及び大学院
Undergraduate
・Graduate

以 上 を 通 算 し た 全 学 校 教 育 修 学 年 数
Total

年
yrs

年
yrs

研究歴または職歴

Research

activities

or

employment

record

研 究 機 関 名 ま た は 勤 務 先 名
Name of research institution or name of organization

役職名
Position

職務内容
Type of work

所　　　　　在　　　　　地
Address

研究期間または勤務期間
Period of research or employment

年　数
yrs

～

～

～

～

～

記入は，日本語または英語を用いること。（Please type or print in Japanese or English）

For foreign students













For foreign students

修士論文概要又は研究経過報告書（No.1）

Summary of Master's thesis, or previous work

受験番号
Examinee's No.

※

氏　名
Name

出願する講座
Department

修 士 論 文 題 目
Subject of Master's thesis

（注）Write a summary of your master's thesis, an interim report, or a summary of the research work you have conducted thus far. The summary 
or report should be included on this form. It could either be in Japanese and about 1000 characters long, or it could be in typed English and 
about 300 words long. Please sign at the end of the form and use sheet no.2 if necessary.

修士論文概要（修士修了者）又は研究経過報告書（修士課程修了見込みの者）は，日本語1000文字程度又は英文300 words 程度でこの様式の用

紙に書き，末尾に署名すること。必要に応じてNo.２の用紙を使用すること。

Summary of master's thesis, or previous work





For foreign students

修士論文概要又は研究経過報告書（No.2）

Summary of Master's thesis, or previous work

受験番号
Examinee's No.

※

氏　名
Name

出願する講座
Department

修 士 論 文 題 目
Subject of Master's thesis

Summary of master's thesis, or previous work





For foreign students

研　究　実　績　概　要（No.1）

Summary of previous work

受験番号
Examinee's No.

※

氏　名
Name

出願する講座
Department

学 術 論 文 題 目
Subject of Academic thesis

（注）Write a summary of previous work. The summary or report should be included on this form. It could either be in Japanese and about 1000 
characters long, or it could be in typed English and about 300 words long. Please sign at the end of the form and use sheet no.2 necessary.

研究実績概要は，日本語1000字程度又は英文300 words 程度でこの様式の用紙に書き，末尾に署名すること。必要に応じてNo.２の用紙を使用

すること。





For foreign students

研　究　実　績　概　要（No.2）

Summary of previous work

受験番号
Examinee's No.

※

氏　名
Name

出願する講座
Department

学 術 論 文 題 目
Subject of Academic thesis













❾

11

10

❽

❼

❶

❷

❸

❹

❺

❻

願書受付

山口大学
医学部･大学院
医学系研究科

この募集要項についてのお問い合わせ

山口大学医学部学務課　大学院教務係

tel 0836-22-2058   mail me233@yamaguchi-u.ac.jp

※各項目に問い合わせ先がある場合は担当窓口へお願いします

交　通

ＪＲ山陽本線新山口駅または宇部駅から
ＪＲ宇部線宇部新川駅下車、徒歩15分

宇部中央バス停下車、徒歩15分

立体
駐車場

❶ 医学部本館

❷ 基礎研究棟

❸ 共同研究棟

❹ 臨床研究棟

❺ 実習棟 A( 医学部学務課）

❻ 講義棟 A

❼ 総合研究棟A( 医修館）

❽ 総合研究棟B( 医明館 )

❾ 医学部図書館

10 福利厚生施設棟（医心館）

11 A棟 ( 新病棟）

12 第 1病棟

13 第 2病棟

14 外来診療棟

15 新中央診療棟

13 12

14

15


