平成 30 年 12 月 12 日
医歯学総合研究科博士課程 平成 31 年 4 月入学（第 2 次募集）学生募集要項の修正について
医歯学総合研究科博士課程の平成 30 年 10 月入学及び 31 年 4 月入学募集要項において、下記のとおり修正があ
りました。本修正内容については、平成 31 年 4 月入学（第 2 次募集）以降の学生募集に適用されることをお知
らせいたします。
記
●p18 研究分野別担当教授一覧
先進治療科学専攻 /Advanced Therapeutics Course
【修正前】

研究分野 /Department

先端医療学（連携講座）

生理活性物質制御学

城ヶ崎

Cooperative Department of Innovative Medicine

/Neurohumoral Biology

/JOUGASAKI Michihisa

血液腫瘍学

宇都宮

/Hematooncology

/UTSUNOMIYA Atae

旧講座名

教授 /Professor
倫久

與

【修正後】

研究分野 /Department

先端医療学（連携講座）

生理活性物質制御学

城ヶ崎

Cooperative Department of Innovative Medicine

/Neurohumoral Biology

/JOUGASAKI Michihisa

血液腫瘍学

宇都宮

/Hematooncology

/UTSUNOMIYA Atae

がん診療医学

上之園

/Clinicaloncology

/UENOSONO Yoshikazu

旧講座名

教授 /Professor
倫久

與

芳一

●p40 研究分野の紹介
先進治療科学専攻 /Advanced Therapeutics Course
【修正前】
血液腫瘍学 /Hematooncology
宇都宮 與 / UTSUNOMIYA Atae
099-251-2221
+81-99-251-2221
autsunomiya@jiaikai.jp
主な研究内容 Research Fields
造血器腫瘍に対する化学療法 ：Chemotherapy for hematological malignancy
造血器腫瘍に対する造血器幹細胞移植療法

：Hematopoietic stem cell transplantation for hematological

malignancy
成人 T 細胞白血病リンパ腫の免疫療法の開発 ：Immunotherapy for adult T-cell leukemia-lymphoma
総合救命救急医学 / Division of Comprehensive Critical Care Medicine
川﨑 孝一 /KAWASAKI Koichi
時村 洋 /TOKIMURA Hiroshi
099-230-7002
+81-99-230-7002

hpsou-syoku@city.kagoshima.lg.jp
主な研究内容 Research Fields
救急救命医療における脳血管疾患、ショック、虚血再灌流障害に関する研究 ：Researches on cerebrovascular
disease, shock and ischemia-reperfusion disorder in critical care medicine
敗血症性ショックの病態と治療 ：Pathophysiology and treatment of septic shock
虚血・再灌流障害における白血球の関与

： Leukocyte/Endothelium interaction after ischemia and

reperfusion
～以下略～
【修正後】
血液腫瘍学 /Hematooncology
宇都宮 與 / UTSUNOMIYA Atae
099-251-2221
+81-99-251-2221
autsunomiya@jiaikai.jp
主な研究内容 Research Fields
造血器腫瘍に対する化学療法 ：Chemotherapy for hematological malignancy
造血器腫瘍に対する造血器幹細胞移植療法

：Hematopoietic stem cell transplantation for hematological

malignancy
成人 T 細胞白血病リンパ腫の免疫療法の開発 ：Immunotherapy for adult T-cell leukemia-lymphoma
がん診療医学 /Clinicaloncology
上之園 芳一 /UENOSONO Yoshikazu
099-251-2221
+81-99-251-2221
y.uenosono@jiaikai.jp
主な研究内容 Research Fields
消化器癌に対する集学的治療 ：Multidisciplinary for Gastro intestinal Cancer
消化器癌に対する化学療法、免疫療法 ：Chemotherapy and Immunotherapy for Gastro intestinal Cancer
総合救命救急医学 / Division of Comprehensive Critical Care Medicine
川﨑 孝一 /KAWASAKI Koichi
時村 洋 /TOKIMURA Hiroshi
099-230-7002
+81-99-230-7002
hpsou-syoku@city.kagoshima.lg.jp
主な研究内容 Research Fields
救急救命医療における脳血管疾患、ショック、虚血再灌流障害に関する研究 ：Researches on cerebrovascular
disease, shock and ischemia-reperfusion disorder in critical care medicine
敗血症性ショックの病態と治療 ：Pathophysiology and treatment of septic shock
虚血・再灌流障害における白血球の関与

： Leukocyte/Endothelium interaction after ischemia and

reperfusion
～以下略～
以上

