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1日目 5月19日水
日　程　表

開会式

NOSJ シンポジウム
NOと疾患

座長：冨山 博史（東京医科大）
 竹野 幸夫（広島大）

演者：冨山 博史（東京医科大）

 竹野 幸夫（広島大）
 天野 俊康（長野赤十字病院）
 松永 和人（山口大）

SFRRJ 学術奨励賞候補セッション
座長：長崎 幸夫（筑波大）／加柴 美里（東京工科大）

NOSJ YIA（TA）候補セッション
座長：■■■■（■■■■）
　　　■■■■（■■■■）

SFRRJ 学会賞受賞講演
座長：内藤 裕二（京都府立医科大）／演者：藤井 順逸（山形大）

スポンサードセミナー
座長：東 幸仁（広島大）

 演者：西山 成（■■■■）
 共催：田辺三菱製薬

日本酸化ストレス学会
代議員総会

一般演題1
（NOSJ）

座長：■■■■（■■■■）

一般演題1
（SFRRJ）

炎症・腫瘍と抗酸化Ⅰ
座長：稲波 修（北海道大）

SFRRJ 特別講演
座長：藤井 順逸（山形大）
演者：山本 雅之（■■■■）

SFRRJ /NOSJ 合同シンポジウム
活性酸素とNO：化学反応から生体応答、

そして応用
座長：下川 宏明（国際医療福祉大）

 赤池 孝章（東北大）
 演者：赤池 孝章（東北大）
 中川 秀彦（名古屋市立大）
 本橋 ほづみ（東北大）
 西田 基宏（九州大）
 斎藤 芳郎（東北大）
 下川 宏明（国際医療福祉大）

一般演題２
（SFRRJ）

活性酸素種の産生と抗酸化
座長：南山 幸子（京都府立大）

一般演題3
（SFRRJ）

活性酸素種とシグナル伝達
座長：伊東 健（弘前大）

開会式

NOSJ シンポジウム１
NOと疾患

 座長：冨山 博史（東京医科大）
 　　　竹野 幸夫（広島大）
 演者：冨山 博史（東京医科大）
 　　　竹野 幸夫（広島大）
 　　　天野 俊康（長野赤十字病院）
 　　　松永 和人（山口大）

SFRRJ 学術奨励賞候補セッション
座長：長崎 幸夫（筑波大）・加柴 美里（東京工科大）

SFRRJ 学術賞受賞講演
座長：松浦 達也（鳥取大）・演者：福井 浩二（芝浦工業大）

NOSJ YIA（TA）候補セッション
座長：筒井 正人（琉球大）
　　　野出 孝一（佐賀大）SFRRJ 学会賞受賞講演

座長：内藤 裕二（京都府立医科大）／演者：藤井 順逸（山形大）

スポンサードセミナー
SGLT2阻害剤と夏眠様反応

 座長：東 幸仁（広島大）
 演者：西山 成（香川大）
 共催：田辺三菱製薬株式会社／第一三共株式会社

日本酸化ストレス学会
代議員総会

NOSJ 一般演題1
座長：足立 健（防衛医大）

SFRRJ 一般演題1
炎症・腫瘍と抗酸化Ⅰ
座長：稲波 修（北海道大）

SFRRJ 特別講演
酸化ストレス応答の分子メカニズムと病態

座長：藤井 順逸（山形大）
演者：山本 雅之（東北大）

SFRRJ・NOSJ 合同シンポジウム
活性酸素とNO：化学反応から生体応答、

そして応用
座長：下川 宏明（国際医療福祉大）

 　　　赤池 孝章（東北大）
 演者：赤池 孝章（東北大）
 　　　中川 秀彦（名古屋市立大）
 　　　本橋 ほづみ（東北大）
 　　　西田 基宏（九州大）
 　　　斎藤 芳郎（東北大）
 　　　下川 宏明（国際医療福祉大）

SFRRJ 一般演題２
活性酸素種の産生と抗酸化

座長：南山 幸子（京都府立大）

SFRRJ 一般演題3
活性酸素種とシグナル伝達

座長：伊東 健（弘前大）
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2日目 5月20日木
日　程　表

SFRRJ・日本微量元素学会
共催シンポジウム

生体内金属動態の統合的研究
による疾患へのアプローチ

座長：豊國 伸哉（名古屋大）・小椋 康光（千葉大）
演者：川原 正博（武蔵野大）・古川 良明（慶應義塾大）
　　　清水 教一（東邦大学）

　　　モーニングセミナー
機能性消化管障害と腸内環境、

プロバイオティクス
座長：内藤 裕二（京都府立医科大）

 演者：鈴木 秀和（東海大）
 共催：ミヤリサン製薬株式会社

第3回 国際活性硫黄研究会
活性硫黄分析の医療応用

（後援：日本NO学会）
【講　演】

 演者：市瀬 史（ハーバード大）
 　　　末松 誠（慶應義塾大）
 　　　赤池 孝章（東北大）
 　　　遠山 敦彦（島津製作所）

【パネルディスカッション】
硫黄代謝解析のグローバルスタンダード

確立に向けて
 ファシリテーター： 岩瀬 壽（バイオディスカバリー）
 　　  特別ゲスト： 馬場 健史（九州大）
 　　   パネリスト： 赤池 孝章（東北大）
  足立 正之（堀場製作所）
  上田 輝久（島津製作所）
  末松 誠（慶應義塾大）

NOSJ 一般演題2
座長：青木 浩樹（久留米大）

SFRRJ 一般演題4
炎症・腫瘍と抗酸化Ⅱ
座長：平山 暁（筑波技術大）

SFRRJ 若手の会によるシンポジウム
医理工学協調の

次の酸化ストレス研究へ
 座長：安井 博宣（北海道大）・永根 大幹（麻布大）
 演者：松井 裕史（筑波大）・佐藤 恵美子（東北大）
 　　　吉冨 徹（物質・材料研究機構）
 　　　黒川 宏美（筑波大）・小川 幸大（アプローズ）
 　　　田村 磨聖（大阪大）

NOSJ シンポジウム２
NOとCOVID-19

 座長：西田 基宏（九州大）
 　　　岸 拓弥（国際医療福祉大）
 演者：岸 拓弥（国際医療福祉大）
 　　　小板橋 紀通（群馬大）
 　　　丸橋 達也（広島大）

NOSJ 若手シンポジウム
 座長：丸橋 達也（広島大）
 演者：那須野 亮（奈良先端科学技術大）
 　　　松澤 泰志（横浜市立大）
 　　　田和 正志（大阪医科薬科大）
 　　　神戸 茂雄（東北大）

SFRRJ シンポジウム１
フェロトーシス－脂質過酸化が

もたらす細胞死
 座長：佐藤 英世（新潟大）
 　　　今井 浩孝（北里大）
 演者：今井 浩孝（北里大）
 　　　闐闐 孝介（理化学研究所）
 　　　山田 直也（自治医科大）
 　　　山口 良文（北海道大）
 　　　豊國 伸哉（名古屋大）

SFRRJ シンポジウム２
酸化ストレス疾患病態解析に
おける分析技術の新展開

 座長：内田 浩二（東京大）
 　　　山田 健一（九州大）
 演者：上田 宏（東京工業大）
 　　　林 世映（東京大）
 　　　松岡 悠太（九州大）
 　　　杉浦 悠毅（慶應義塾大）
 　　　井上 飛鳥（東北大）

表彰式・閉会式

NOSJ 特別講演
BACH1による鉄代謝と
上皮間葉転換のクロストーク

 座長：東 幸仁（広島大）
 演者：五十嵐 和彦（東北大）

8:30～ 10:00

10:10～ 12:40

13:00～
       14:00

14:10～ 16:40 14:10～ 15:40 14:10～ 15:10

15:20～ 16:20

11:20～ 12:50

9:40～ 11:10

8:30～ 9:30

9:00～ 12:00

16:50～ 17:10


