
更新日（西暦．年．月．日） 2020.03.06
氏　名（漢字） 山田　久夫
氏　名（フリガナ） ヤマダ　ヒサオ
氏　名（ローマ字） YAMADA Hisao

所属部署（学部・学科）
職名
e-mail
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1980年3月

1980年4月

1988年4月

1989年9月

2000年7月
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取得学位 1985年9月

年．月

1980年12月

2018年9月

専門分野
所属学会
研究課題（テーマ）

種別 単著・共著の別 発行年月

原著論文(査読有) 共著 2019年

原著論文(査読有) 共著 2018年

原著論文(査読有) 共著 2013年

原著論文(査読有) 共著 2007年

総説・著書
(Book Section)

共著(第1著者) 2004年

原著論文(査読有) 共著(第1著者) 1997年

原著論文(査読有) 共著(第1著者) 1995年

原著論文(査読有) 共著(第1著者) 1991年

著書
(Book Section)

共著 1989年

原著論文(査読
有)

＜学位論文＞
共著(第1著者) 1984年

1985年

種別

解説記事 2017年

特別講演 2015年10月

学会主催
講習会講師

2014年8月

ワークショップ演
者

2009年9月

リハビリテーション学部
教授（学部長）
h-yamada@aino.ac.jp

イベント名・掲載誌・機関誌名・ページ等

教育研究活動に関する事項

掲載誌・機関誌名・ページ等

組織化学の進化とともに歩んだ35年を振り返って
第56回日本組織細胞化学会総会・学術集会 ・会長講演
(大阪)

細胞系譜追跡の組織化学.

医学生命科学系学術情報の流通および活用に関する
現状と今後
（WS: 情報化・競争社会において、オリジナリティを発揮
するには）

講師・講演・発表など

著書名・講演題目など

ニューロステロイド研究の歴史的経緯 Horm Front Gynecol 　24(2)：103-108　共著（第1著者）

主要研究業績

Immunohistochemical studies on the serotonin neuron
system in the brain of the chicken (Gallus domesticus).
Ⅰ.The distribution of the neuronal somata.
Ⅱ.The distribution of the nerve fibers.

Biogenic Amines
1: 83-94
2: 21-36

題目

Distribution of the endogenous digitalis-like substance
(EDLS)-containing neurons labeled by digoxin antibody
in hypothalamus and three circumventricular organs of
dog and macaque.

Brain Research
584: 237-243

Immunohistochemical localization of cytochrome P450
enzymes in the rat brain, considering the
steroidsynthesis in the neurons.

Acta Histochemica et Cytochemica
30(5-6): 609-616

Double immuncytochemical staining methods.

Multi-directional differentiation of doublecortin- and
NG2-immunopositive progenitor cells in the adult rat
neocortex in vivo.

European Journal of Neuroscience
 25(12): 3489-3498

日本臨床
62(増刊号9)
602-607

エンドセリンの形態学的考察.

Reviews on Immunoassay
Technology
p.120-133
Macmillan Press

Histochemical studies on endothelin and the
endothelin-A receptor in the hypothalamus.

Journal of Cardiovascular
Pharmacology
31(S1), pp.215-218

PLoS ONE
8(10):Article No:.e77710

Morphological characteristics of p75 neurotrophin
receptorpositive cells define a new type of glial cell in
the rat dorsal root ganglia.

Journal Comparative Neurology
527: 2047–2060.

Increased histone h3 phosphorylation in neurons in
specific brain structures after induction of status
epilepticus in mice.

Involvement of DHH and GLI1 in adrenocortical
autograft regeneration in rats.

Scientific Reports
8(1): Article No: 14542

基本情報

学歴・主な職歴

大学・学部・学科，大学院・専攻名，機関名・所属部署・職名等

資格・免許

概要

医学博士（京都府立医科大学　論博　乙876号）

びわこリハビリテーション専門職大学 教授（リハビリテーション学部）／リハビリテーション学部長

滋賀医科大学 助教授（医学部解剖学第二講座）
（1993年6月-1994年6月　文部省在外研究員・米国アイオワ大学医学部薬理学教室）

医師免許（厚生省　番号257009）

産業医（日本医師会 第1800952）

第50回日本組織細胞化学会総会・学術集会・記念ワー
クショップ（大津）

日本組織細胞化学会 2014年度講習会（大津）

解剖学（神経解剖学、組織化学）、神経科学、健康スポーツ科学、図書館情報学
日本解剖学会、日本神経科学会、日本神経内分泌学会、日本組織細胞化学会、日本臨床分子形態学会
ヘルスプロモーション科学

京都府立医科大学 講師（医学部第一解剖学教室）

京都府立医科大学 助手（医学部第一解剖学教室）

関西医科大学（医学部） 卒業

関西医科大学 教授（医学部解剖学第一講座）
（附属図書館長、産学連携知的財産統括室長、学生部長ほか）

関西医科大学 名誉教授
藍野大学 特任教授（医療保健学部）

mailto:h-yamada@aino.ac.jp
mailto:h-yamada@aino.ac.jp


特許 2005年

学会主催
講習会講師

1997年8月

セミナー招聘講演 1994年5月

シンポジウム発表 1990年10月

シンポジウム発表 1988年7月

シンポジウム発表 1987年10月

年．月
2006年
2006年
2008年
2008年
2011年

日本科学技術振興機構 専門委員　(～2016年)
西日本医学生体育連盟 理事　(～2011年)
加藤朝雄国際奨学財団 選考委員

日本医学図書館協会 理事・ 会長・監事、現・名誉顧問
日本学術振興会 科研費等の専門委員・審査委員・評価委員 (～2019年)

公開番号:特開2005-083728、
出願番号:特願2003-357006

食塩による昇圧と内因性ジギタリス様物質含有視床下
部ニューロン

主な社会活動等

内容

 ニューロペプチドの多面性とその発現

液化炭酸ガスを使用する急速冷凍装置
講師・講演・発表など

社会活動に関する事項

非放射性ISHによるmRNAの検出

Histochemical analysis of endothelin.

Morphological aspects of ANP-immunoreactive cells in
the rat brain and heart. Part 2 : Heart

Kyoto Symposium on ANP (Satellite of 8th International
Congress of Endocrinology) (Kyoto)

日本組織細胞化学会 1997年度講習会（彦根）

Seminar at Specialized Center of Research in
Hyperiension, Vanderbilt University (Nashville, TN, USA)

第17回日本内分泌学会神経内分泌分科会・シンポジウ
ム (京都)

第40回日本自律神経学会総会・シンポジウム (仙台)


