
日時 2018 年 4月 4 日(水) 18:00～ 

会場 香川大学医学部院生研究棟７階セミナ－室 

発表者 Pleumsamran Juntima Pattamanont 

論文題目 
The role of calcitonin gene-related peptide in migraine 

prevention by botulinum toxin type A 

審査委員 田宮 隆 , 山本 融 , 窪田 康夫 

指定討論者 三宅 啓介 

 

 

 

日時 2018 年 4月 9 日(月) 19:00～ 

会場 香川大学医学部院生研究棟 7 階セミナー室 

発表者 木暮 鉄邦 

論文題目 
Anatomical Evaluation of Great Saphenous Vein as Material for 

Conduit in Bypass Surgery for Critical Limb Ischemia 

審査委員 堀井 泰浩 , 山本 哲司 , 南野 哲男  

指定討論者 山下 洋一 

 

 

日時 2018 年 5月 2 日(水) 13:00～ 

会場 香川大学医学部院生研究棟７階セミナ－室 

発表者 森 崇洋 

論文題目 
ABC Dementia Scale : A Quick Assessment Tool for Determining 

Alzheimer,s Disease Severity 

審査委員 平尾 智広 , 田宮 隆 , 三木 崇範 

指定討論者 神田 かなえ 

  

 



日時 2018 年 5月 9 日(水) 18:00～ 

会場 香川大学医学部院生研究棟 7 階セミナー室 

発表者 丸岡 敬幸 

論文題目 

Lemongrass essential oil and citral inhibit Src/Stat3 activity 

and suppress the proliferation/survival of small-cell lung 

cancer cells, alone or in combination with chemotherapeutic 

agents. 

審査委員 今井田 克己 , 辻 晃仁 , 横見瀬 裕保  

指定討論者 横平 政直 

 

 

日時 2018 年 4月 23 日(月) 1８:00～ 

会場 香川大学医学部院生研究棟７階セミナ－室 

発表者 河上 良 

論文題目 

Role of the Low-Density 

 Lipoprotein-Cholesterol/High-Density Lipoprotein-Cholesterol 

Ratio in Predicting Serial Changes in the Lipid Component of 

Coronary plaque  

審査委員 堀井 泰浩, 田宮 隆 , 星野 克明 

指定討論者 村尾 孝児 

 

 

日時 2018 年 5月 15 日(火) 19:30～ 

会場 香川大学医学部スキルスラボ 1階会議室 

発表者 北村 裕亮 

論文題目 

Guanylyl cyclase A in Both Renal Proximal Tubular and Vascular 

Endothelial Cells Protects the kidney against Acute Injury in 

Rodent Experimental Endotoxemia models 

審査委員 南野 哲男 , 村尾 孝児 , 黒田 康弘  

指定討論者 祖父江 理 

 



 

日時 2018 年 5月 21 日(月) 17:00～ 

会場 香川大学医学部院生研究棟 7 階セミナー室 

発表者 奥田 紀久子 

論文題目 

Family Environment Factors to Impact on the Effect of the Smoking 

Prevention Educational Program for Elementary and Junior High 

School Students 

審査委員 平尾 智広 , 舛形 尚 , 坂東 修二  

指定討者 神田 かなえ 

 

 

日時 2018 年 6月 13 日(水) 19:00～ 

会場 香川大学医学部院生研究棟７階セミナ－室 

発表者 小野 葵 

論文題目 
Gene expression changes in the retina after systemic 

administration of aldosterone 

審査委員 平野 勝也 ,田宮 隆 , 山本 融 

指定討論者 橋本 剛 

 

 

日時 2018 年 7月 3 日(火) 17:00～ 

会場 香川大学医学部臨床教育開発棟スキルスラボ２階カンファレンス室 

発表者 山﨑 健太郎 

論文題目 

Randomized phase Ⅲstudy of bevacizumab plus FOLFIRI and 

bevacizumab plus mFOLFOX6 as first-line treatment for patients 

with metastatic colorectal cancer 

審査委員 鈴木 康之 , 正木 勉 , 今井田 克己 

指定討論者 隅元 謙介 

 

 

 



 

日時 2018 年 8月 16 日(木) 18:00～ 

会場 香川大学医学部院生研究棟７階セミナ－室 

発表者 神内 済 

論文題目 

Relationship between prolonged neural suppression and cerebral 

hemodynamic dysfunction during hypothermia in asphyxiated 

piglets  

審査委員 田宮 隆 , 秦 利之 , 白神 豪太郎 

指定討論者 河北 賢哉 

 

 

日時 2018 年 8月 22 日(水) 17:00～ 

会場 香川大学医学部院生研究棟７階セミナ－室 

発表者 八木 弘文 

論文題目 
Ethanolamine utilization supports Clostridium perfringens growth 

in infected tissues 

審査委員 星野 克明, 神鳥 成弘 , 門脇 則光 

指定討論者 新井 明治 

 

 

日時 2018 年 11 月 6日(火) 16:00～ 

会場 香川大学医学部院生研究棟７階セミナ－室 

発表者 佐藤 誠祐 

論文題目 
Effect of  TNF-α on the expression of ABCA1 in pancreatic -β

cells 

審査委員 平野 勝也  , 西山 成 , 中村 隆範 

指定討論者 橋本 剛 

 

 

 

 



 

日時 2018 年 11 月 7日(水) 17:00～ 

会場 香川大学医学部院生研究棟７階セミナ－室 

発表者 濵本 有祐 

論文題目 
Normobaric Oxygen Therapy Increases Cartilage Survival Ratio in 

Auricular Composite Grafting in Rat Models 

審査委員 上野 正樹  , 星川 広史 , 山本 哲司 

指定討論者 横平 政直 

 

 

 

日時 2018 年 11 月 15 日(木) 15:00～ 

会場 香川大学医学部院生研究棟７階セミナ－室 

発表者 山本 高成 

論文題目 
Characterization of a recombinant Bacteroides fragilis sialidase 

expressed in Escherichia coli 

審査委員 神鳥 成弘  , 中村 隆範 , 上田 夏生 

指定討論者 中北 慎一 

 

 

 

日時 2018 年 11 月 19 日(月) 18:00～ 

会場 香川大学医学部院生研究棟７階セミナ－室 

発表者 福岡 奈津子 

論文題目 SNX-2112 Induces Apoptosis and Autophagy of Nara-H cells 

審査委員 上野 正樹  , 辻 晃仁 , 荒木 伸一 

指定討論者 二木 敏朗 

 

 

 



日時 2018 年 11 月 20 日(火) 18:00～ 

会場 香川大学医学部講義棟 2階小 D講義室 

発表者 鎌田 英紀 

論文題目 

Long-Term Management of Recurrent Cholecystitis after Initial 

Conservative Treatment: Endoscopic Transpapillary Gallbladder 

Stenting 

審査委員 日下 隆  , 西山 佳宏 , 門脇 則光 

指定討論者 下野 隆一 

 

 

日時 2018 年 11 月 26 日(月) 16:00～ 

会場 香川大学医学部院生研究棟７階セミナ－室 

発表者 福長 健作 

論文題目 
IGF1 suppresses cholesterol accumulation in the liver of growth 

hormone deficient mice via the activation of ABCA1 

審査委員 中村 隆範  , 平野 勝也 , 西山 成 

指定討論者 中北 慎一 

 

 

日時 2018 年 12 月 7日(金) 16:00～ 

会場 香川大学医学部院生研究棟７階セミナ－室 

発表者 尾張 豊 

論文題目 

Relationship between Social Participation Physical Activity and 

Psychological Distress in Apparently Healthy Elderly People: A 

Pilot Study 

審査委員 平尾 智広 ,  岡田 宏基 , 三木 崇範  

指定討論者 神田かなえ 

 

 

 



日時 2018 年 12 月 20 日(木) 17:00～ 

会場 香川大学医学部研究棟 3階カンファレンスルーム 

発表者 松本 淳志 

論文題目 
Histidine^rich Glycoprotein could Become an Early Predictor of 

Vasospasm after Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage 

審査委員 上野 正樹，平野 勝也，中村 隆範 

指定討論者 千葉 陽一 

 

 

 

日時 2018 年 12 月 26 日(水) 16:00～ 

会場 香川大学医学部院生研究棟７階セミナ－室 

発表者 藤原 龍史 

論文題目 
Histomorphometry of ectopic mineralization using undecalcified 

frozen bone sections 

審査委員 荒木 伸一  , 田宮 隆 , 村尾 孝児 

指定討論者 河合 克久 

 

 

 

日時 2019 年 2月 4 日(月) 19:00～ 

会場 香川大学医学部院生研究棟 7 階セミナー室 

発表者 劉 文華 

論文題目 

Coagulation factor Ⅺ induces Ca2+ response and accelerates cell 

migration in vascular smooth muscle cells via proteinase-

activated receptor 1 

審査委員  西山 成，中村 隆範，南野 哲男 

指定討論者 中野 大介 

 

 

 



日時 2019 年 2月 4 日(月) 17:00～ 

会場 香川大学医学部院生研究棟７階セミナ－室 

発表者 永渕 克弥 

論文題目 
Chest Compression Depth and Rate- Effect on Instructor Visual 

Assessment of Chest Compression Quality- 

審査委員 白神 豪太郎，南野 哲男，舛形 尚  

指定討論者  浅賀 健彦 

 

 

 

日時 2019 年 2月 5 日(火) 17:00～ 

会場 香川大学医学部スキルスラボ 2階カンファレンス室 

発表者 渡邊 直樹 

論文題目 

The usefulness of pleural fluid presepsin, C-reactive protein, 

and procalcitonin in distinguishing different causes of pleural 

effusions. 

審査委員 辻 晃仁 , 今井田 克己 , 岡田 宏基  

指定討論者 奥山 浩之 

 

 

 

日時 2019 年 2月 5 日(火) 10:00～ 

会場 香川大学医学部院生研究棟７階セミナ－室 

発表者 Smriti Sultana Binte Mustafiz  

論文題目 

The role of intracellular anionic phospholipids in the 

production of N-acyl-phosphatidylethanolamines by cytosolic 

phospholipase A2ε 

審査委員 中村 隆範，藤原 祐一郎，桑原 知己  

指定討論者  中北 眞一 

 

 



日時 2019 年 2月 19 日(火) 19:00～ 

会場 香川大学医学部院生研究棟７階セミナ－室 

発表者 吉武 新悟 

論文題目 

Once-weekly teriparatide treatment prevents microdamage 

accumulation in the lumbar vertebral trabecular bone of 

ovariectomized cynomolgus monkeys 

審査委員 三木 崇範，三宅 実，芳地 一 

指定討論者  鈴木 辰吾 

 

 

 

日時 2018 年 12 月 27 日(木) 18:00～ 

会場 香川大学医学部院生研究棟７階セミナ－室 

発表者 逢坂 理恵 

論文題目 

Clinical Features of Treated and Untreated Type 1 Idiopathic 

Macular Telangiectasia Without the Occurrence of Secondary 

Choroidal Neovascularization Followed for 2 Years in Japanese 

Patients 

審査委員 山本 融，平野 勝也，三木 崇範 

指定討論者  高橋 弘雄 

 

 

日時 2019 年 1月 9 日(水) 19:00～ 

会場 香川大学医学部院生研究棟７階セミナ－室 

発表者 高砂 縁 

論文題目 

Macular atrophy findings by optical coherence tomography 

angiography compared with fundus autofluorescence in treated 

exudative age-related macular degeneration 

審査委員 田宮 隆，舛形 尚，和田 健司 

指定討論者 新堂 敦 

 



日時 2019 年 1月 22 日(火) 18:00～ 

会場 香川大学医学部講義棟 2階小 D講義室 

発表者 岡部 悠吾 

論文題目 

Lung-thorax compliance measured during a spontaneous breathing 

trial is a good index of extubation failure in the surgical 

intensive care unit: a retrospective cohort study. 

審査委員 黒田 泰弘，平野 勝也，堀井 泰浩  

指定討論者  河北 賢哉 

 

 

日時 2018 年 12 月 17 日(月) 18:00～ 

会場 香川大学医学部臨床教育開発棟 1階 会議室 

発表者  Tuba Musarrat Ansary  

論文題目 

Responses of renal hemodynamics and tubular functions to acute 

sodium-glucose cotransporter 2 inhibitor administration in non-

diabetic anesthetized rats 

審査委員 村尾 孝児，中村 隆範，白神 豪太郎 

指定討論者  井町 仁美 

 

 

日時 2019 年 1月 17 日(木) 15:00～ 

会場 香川大学医学部院生研究棟７階セミナ－室 

発表者  Hussain Md  Zahir 

論文題目 

Comparative analyses of isoforms of the calcium-independent 

phosphatidylethnolamine N-acyltransferase PLAAT-1 in humans and 

mice 

審査委員 神鳥 成弘，山本 融，星野 克明   

指定討論者  鈴木 辰吾 

 

 



日時 2018 年 12 月 17 日(月) 15:00～ 

会場 香川大学医学部院生研究棟７階セミナ－室 

発表者 吉田 翔太  

論文題目 

Effects of the expectorant drug ambroxol hydrochloride on 

chemically induced lung inflammatory and neoplastic lesions in 

rodents 

審査委員 上野 正樹，桑原 知巳，坂東 修二 

指定討論者 千葉陽一 

 

 

日時 2019 年 1月 21 日(月) 15:00～ 

会場 香川大学医学部院生研究棟７階セミナ－室 

発表者 李 磊 

論文題目 

Effects of the novel nonsteroidal mineralocorticoid receptor 

blocker, esaxerenone (CS-3150),on blood pressure and urinary 

angiotensinogen in low-renin Dahl salt-sensitive hypertensive 

rats. 

審査委員 中村 隆範，白神 豪太郎，村尾 孝児 

指定討論者 中北 愼一 

 

 

日時 2019 年 1月 5 日(火) 18:00～ 

会場 香川大学医学部院生研究棟７階セミナ－室 

発表者 朝倉 理映 

論文題目 
Comparison of Psychological Distress between Type 2 Diabetes 

Patients With and Without Proteinuria 

審査委員 岡田 宏基，村尾 孝児，出口 一志 

指定討論者 角 徳文 

 

 



日時 2018 年 12 月 20 日(木) 16:00～ 

会場 香川大学医学部院生研究棟７階セミナ－室 

発表者 伊藤 明日香 

論文題目 
Acetaldehyde administration induces salsolinol formation in vivo 

in the dorsal striatum of Aldh2-knockout and C57BL/6N mice 

審査委員 平野 勝也，山本 融，西山 成 

指定討論者 山下 哲生 

 

 

日時 2018 年 12 月 17 日(月) 18:00～ 

会場 香川大学医学部院生研究棟７階セミナ－室 

発表者 高見 康景 

論文題目 

Correlation of 4′-[methyl-11C]-thiothymidine uptake with human 

equilibrative nucleoside transporter-1 and thymidine kinase-1 

expressions in patients with newly diagnosed gliomas 

審査委員 星川広史，鈴木 康之，田宮 隆 

指定討論者 岸野毅日人 

 


