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プログラム

【第 1日目】 7 月 2 日（金）

第 1 会場

モーニングセミナー1  8：00 〜 8：50	 第 1 会場「4F	暁雲（中）」

司会：中本  安成（福井大学学術研究院医学系部門内科学（２）分野）

「VEGF 阻害による腫瘍血管新生の制御と腫瘍免疫制御の相乗的効果」
○高倉  伸幸（たかくら  のぶゆき）

大阪大学　微生物病研究所　情報伝達分野
共催：中外製薬株式会社

開会の辞  9：00 〜 9：10　会長：内藤  裕二
 （京都府立医科大学大学院医学研究科　生体免疫栄養学講座）

第 1会場「4F	暁雲（中）」

一般演題1  9：10 〜 10：00	 第１会場「4F	暁雲（中）」

司会：福西 新弥（大阪医科薬科大学　先端医療開発学寄附講座）　　
渡邉 俊雄（大阪市立大学大学院医学研究科　先端予防医療学）

「腫瘍」

O1-1	 肝細胞癌の分化度および PD-L1 発現と転写因子 PRDM1 との関連
○沼田  泰尚（ぬまた  やすなお）、我妻  康平、石上  敬介、阿久津  典之、佐々木  茂、
　仲瀬  裕志

札幌医科大学　消化器内科学講座

O1-2	 肝細胞癌患者における単球の PD-1 リガンド発現は予後と関連する
○安岡  秀高（やすおか  ひでたか）、朝井  章、岡本  紀夫、松井  将太、西川  知宏、大濱  日出子、
　横濱  桂介、中村  憲、土本  雄亮、福西  新弥、樋口  和秀

大阪医科大学附属病院　第 2 内科

O1-3	 膵癌細胞株における抗癌剤刺激により PD-L1 発現への影響
○土井  俊文（どい  としふみ）1）、石川  剛 1）、岡山  哲也 2）、井上  健 1）、鎌田  和浩 1）、
　内山  和彦 1）、髙木  智久 1）、内藤  裕二 1）、伊藤  義人 1）

1）京都府立医科大学　消化器内科学、2）京都府立医科大学附属北部医療センター　消化器内科

O1-4	 大腸癌エクソソームがもたらす生体内での腫瘍免疫変化の解析
○小林  三四郎（こばやし  さんしろう）、富山  尚、長沼  誠

関西医科大学付属病院　消化器肝臓内科

O1-5	 平坦な浸潤性腫瘍を形成する大腸炎関連癌の新規マウスモデルの確立
○浦上  富生（うらがみ  とみお）、安藤  祐吾、長沼  誠

関西医科大学　内科学第三講座
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教育講演1  10：20 〜 11：00	 第 1 会場「4F	暁雲（中）」

司会：穂苅  量太（防衛医科大学校　消化器内科）

「腸管 IgA 抗体による腸内細菌認識制御機構」
○新藏  礼子（しんくら  れいこ）

東京大学　定量生命科学研究所

特別講演  11：00 〜 11：50	 第 1 会場「4F	暁雲（中）」

司会：内藤 裕二（京都府立医科大学大学院医学研究科　生体免疫栄養学講座）

「消化管での生体防御・炎症と活性酸素生成酵素 NOX/DUOX」
○住本  英樹（すみもと   ひでき）

九州大学大学院　医学研究院　生化学

ランチョンセミナー1  12：00 〜 12：50	 第 1 会場「4F	暁雲（中）」

司会：日比  紀文（北里大学北里研究所病院　炎症性腸疾患先進治療センター）

「IBD 治療における抗 TNFα抗体製剤の位置付けを整理する」
○久松  理一（ひさまつ  ただかず）

杏林大学医学部消化器内科学
共催：アッヴィ合同会社／EAファーマ株式会社

評議員会・総会  13：00 〜 13：30　※開催中止	 第 1 会場「4F	暁雲（中）」

理事長講演  13：30 〜 14：00	 第 1 会場「4F	暁雲（中）」

司会：樋口  和秀（大阪医科大学　第二内科）

「消化器免疫学の新潮流」
○金井  隆典（かない  たかのり）

慶應義塾大学医学部　消化器内科

シンポジウム1  14：10 〜 15：40	 第 1 会場「4F	暁雲（中）」

司会：仲瀬  裕志（札幌医科大学　消化器内科学講座）
長沼  誠（関西医科大学　消化器肝臓内科）　　

「ニューノーマル時代のウイルス感染症」

S1-1	 COVID-19 と IBD 診療　～今わかっていることとこれからの課題～
○久松  理一（ひさまつ  ただかず）

杏林大学医学部消化器内科学
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S1-2	 潰瘍性大腸炎とサイトメガロウイルス感染
○松浦  稔（まつうら  みのる）1）、本澤  有介 2）、山本  修司 2）、仲瀬  裕志 3）

1）杏林大学医学部消化器内科学、2）京都大学医学部附属病院消化器内科、
3）札幌医科大学医学部消化器内科学講座

S1-3	 インフルエンザウイルスによる腸管感染症
○廣瀬  亮平（ひろせ  りょうへい）

京都府立医科大学　消化器内科学・感染病態学

S1-4	 ヒトヘルペスウイルス
○細見  周平（ほそみ  しゅうへい）

大阪市立大学大学院医学研究科　消化器内科学
共催：ミヤリサン製薬株式会社

教育講演2  16：00 〜 16：40	 第 1 会場「4F	暁雲（中）」

司会：坂本 直哉（北海道大学大学院医学研究院　内科学分野　消化器内科学教室）

「C 型非代償性肝硬変の治療」
○竹原  徹郎（たけはら  てつお）

大阪大学大学院医学系研究科　消化器内科学
共催：ギリアド・サイエンシズ株式会社

第 2 会場

モーニングセミナー2  8：00 〜 8：50	 第 2 会場「4F	暁雲（南）」

司会：溝口  充志（久留米大学医学部　免疫学講座）

「JAK 阻害薬の作用機序からみた潰瘍性大腸炎における役割と可能性」
○杉本  健（すぎもと  けん）

浜松医科大学内科学第一講座
共催：ファイザー株式会社

一般演題2  9：10 〜 10：10	 第２会場「4F	暁雲（南）」

司会：池嶋  健一（順天堂大学大学院医学研究科　消化器内科学）
内田  一茂（高知大学医学部　消化器内科学）　　　　　　

「肝胆膵」

O2-1	 自己免疫性膵炎の発症に関わる腸内細菌の解析
○鎌田  研（かまた  けん）、渡邉  智裕、原  茜、瀬海  郁衣、大塚  康夫、三長  孝輔、
　工藤  正俊

近畿大学医学部　消化器内科
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O2-2	 原発性胆汁性胆管炎における粘膜関連腸内細菌叢と病態免疫
○北畑  翔吾（きたはた  しょうご）1）、山本  安則 4）、徳本  良雄 3）、白石  佳奈 1）、橋本  悠 1）、
　丹下  和洋 1）、花山  雅一 1）、川村  智恵 4）、富田  英臣 2）、竹下  英次 2）、池田  宜央 4）、
　阿部  雅則 1）、日浅  陽一 1）

1）愛媛大学大学院　消化器・内分泌・代謝内科学、2）愛媛大学大学院　地域消化器免疫医療学、
3）愛媛大学大学院　地域医療学、4）愛媛大学医学部附属病院　光学医療診療部

O2-3	 	肝組織アレイデータに基づいた日本人原発性胆汁性胆管炎の疾患感受性遺伝子 POU2AF1 とそ
の関連遺伝子の解析

○相葉  佳洋（あいば  よしひろ）1）、植野  和子 2）、人見  祐基 3）、伊東  正博 1）、小森  敦正 1,4）、
　橋元  悟 1）、戸次  鎮宗 1）、阿比留  正剛 1）、長岡  進矢 1）、八橋  弘 1,4）、中村  稔 1,4）

1）長崎医療センター　臨床研究センター、
2）国立国際医療研究センター研究所　ゲノム医科学プロジェクト、
3）星薬科大学生物化学域　微生物学教室、4）長崎大学医歯薬学総合研究科　肝臓病学講座

O2-4	 自己免疫性肝炎の病態における血清 IgG 値の検討
○吉田  理（よしだ  おさむ）、阿部  雅則、日浅  陽一

愛媛大学　消化器・内分泌・代謝内科学

O2-5	 非アルコール性脂肪性肝炎の病態における MDA5 の関与
○川口  章吾（かわぐち  しょうご）1,2）、櫻庭  裕丈 1）、菊池  英純 1）、平賀  寛人 1）、今泉  忠淳 2）、
　福田  眞作 1）

1）弘前大学　消化器血液内科学講座、2）弘前大学　脳血管病態学講座

O2-6	 	アミノ酸グリシンによる脂肪肝炎の改善効果
−肝特異的 PTEN ノックアウトマウスを用いた検討−

○今  一義（こん  かずよし）、新井  久美子、深田  浩大、中寺  英、山科  俊平、池嶋  健一
順天堂大学医学部　消化器内科

ランチョンセミナー2  12：00 〜 12：50	 第 2 会場「4F	暁雲（南）」

司会：石原  俊治（島根大学医学部　内科学講座第二）

「下部消化管疾患における腸内細菌叢とプロバイオティクスの役割」
○塩谷  昭子（しおたに  あきこ）

川崎医科大学　消化管内科学
共催：ビオフェルミン製薬株式会社／大正製薬株式会社

一般演題3  14：10 〜 15：50	 第２会場「4F	暁雲（南）」

司会：岡田  裕之（岡山大学大学院　消化器・肝臓内科学）　　　　　　     
櫻庭  裕丈（弘前大学大学院医学研究科　消化器血液内科学講座） 

「消化管１」

O3-1	 放射線性食道炎におけるインターフェロンαおよび形質細胞様樹状細胞の役割
○北村  寛之（きたむら  ひろゆき）、谷川  徹也、灘谷  祐二、大谷  恒史、細見  周平、田中  史生、
　鎌田  紀子、平良  高一、永見  康明、渡邉  俊雄、藤原  靖弘

大阪市立大学大学院医学研究科　消化器内科学
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O3-2	 潰瘍性大腸炎感受性遺伝子 OTUD3 による腸管恒常性維持機構
○香山  尚子（かやま  ひさこ）1,2）、Bo  Li1）、竹田  潔 1）

1）大阪大学大学院　医学系研究科、2）大阪大学　高等共創研究院

O3-3	 人工甘味料アセスルファムカリウムが腸管免疫に及ぼす影響について
○塙  芳典（はなわ  よしのり）、東山  正明、種本  理那、伊東  傑、西井  槙、溝口  明範、
　富岡  明、和田  晃典、因幡  健一、杉原  奈央、堀内  和樹、成松  和幸、高本  俊介、
　富田  謙吾、穂苅  量太

防衛医科大学校　消化器内科学

O3-4	 	メトホルミンは腸管粘膜 CD4+T 細胞の AMPK の活性化を介して IFN-γを制御しマウス慢性腸
炎を改善させる

○高原  政宏（たかはら  まさひろ）、高木  章乃夫、井口  俊博、平岡  佐規子、岡田  裕之
岡山大学　消化器内科

O3-5	 インターロイキン 38 は好中球遊走因子の産生を抑制して腸炎に対して保護的に働く
○大野  将司（おおの  まさし）1）、稲富  理 1）、今井  隆行 1）、高橋  憲一郎 1）、馬場  重樹 1）、
　西田  淳史 1）、星野  友昭 2）、安藤  朗 1）

1）滋賀医科大学　消化器内科、2）久留米大学　呼吸器・神経・膠原病内科部門

O3-6	 蓼藍によるデキストラン硫酸ナトリウム（DSS）誘発腸炎マウスの腸炎抑制効果の検討
○浅利  享（あさり  たか）1）、菊池  英純 1）、川口 章吾 1,2）、櫻庭  裕丈 1）、星  健太郎 1）、
　吉田  淑子 1）、福田  眞作 1）

1）弘前大学大学院　医学研究科　消化器血液内科学講座、
2）弘前大学大学院　医学研究科　脳血管病態学講座

O3-7	 	慢性腸炎に対する臍帯由来間葉系幹細胞を封入した細胞ファイバによる細胞治療の有効性機序
○永石  歓和（ながいし  かんな）1）、池田  和弘 2）、小林  大暉 1）

1）札幌医科大学　医学部解剖学第二講座、2）株式会社セルファイバ

O3-8	 腸管マクロファージにおける IL-1R を介した IL-10 産生について
○日比  則孝（ひび  のりたか）1,3）、小林  拓 1）、黒沼  智 2）、竹内  修 2）、久松  理一 3）、日比  紀文 1）

1）北里大学北里研究所病院　炎症性腸疾患先進治療センター、
2）北里大学北里研究所病院　研究部バイオメディカルラボ、
3）杏林大学医学部　消化器内科学

O3-9	 乳酸菌由来長鎖ポリリン酸は腸内細菌叢を変化させ急性膵炎を改善する
○小西  弘晃（こにし  ひろあき）1）、高氏  修平 2）、嘉島  伸 3）、高橋  慶太朗 3）、久野木  健仁 3）、
　佐々木  貴弘 3）、村上  雄紀 3）、杉山  雄哉 3）、小林  裕 3）、安藤  勝祥 3）、上野  伸展 3）、
　盛一  健太郎 3）、藤谷  幹浩 1,3）

1）旭川医科大学　消化器先端医学講座、2）旭川医科大学病院　救急科、
3）旭川医科大学内科学講座　病態代謝・消化器・血液腫瘍制御内科学分野（消化器・内視鏡学部門）

O3-10	 成分栄養剤が腸内細菌叢に与える影響
○今井  隆行（いまい  たかゆき）1）、井上  亮 2）、河田  祐樹 2）、森島  爽 2）、稲富  理 3）、
　大野  将司 3）、西田  淳史 3）、河原  真大 4）、安藤  朗 3）

1）滋賀医科大学　光学医療診療部、2）摂南大学農学部、3）滋賀医科大学　消化器内科、
4）滋賀医科大学　血液内科
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一般演題4  16：40 〜 17：40	 第２会場「4F	暁雲（南）」

司会：内山  和彦（京都府立医科大学大学院医学研究科消化器内科学）　　　　　　　　　　　　　　　　　　
藤谷  幹浩（旭川医科大学　内科学講座　病態代謝・消化器 ･ 血液腫瘍制御内科学分野（消化器・内視鏡学部門））

「免疫一般」

O4-1	 モノクローナル W27 IgA 抗体を用いた炎症性腸疾患の腸炎惹起菌の探索
○高橋  慧崇（たかはし  けいしゅう）1）、森田  直樹 1）、森  智行 1）、飯田  宗穂 2）、安藤  朗 3）、
　新藏  礼子 1）

1）東京大学定量生命科学研究所　免疫・感染制御研究分野、2）金沢大学　消化器内科学、
3）滋賀医科大学　消化器内科

O4-2	 NUDT15 遺伝子多型のマウスモデルを用いた造血幹細胞のチオプリン感受性に関する検討
○今井  隆行（いまい  たかゆき）1）、河原  真大 2）、辰巳  剛一 2）、大野  将司 3）、稲富  理 3）、
　角田  洋一 4）、安藤  朗 3）

1）滋賀医科大学　光学医療診療部、2）滋賀医科大学　血液内科、3）滋賀医科大学　消化器内科、
4）東北大学　消化器内科

O4-3	 脂肪組織から見た腹膜炎制御メカニズムの解明
○長田  律（ながた  りつ）2）、佐藤  尚子 1）、影山  友子 1）、赤間  悠一 3）、島岡  要 3）、
　大野  博司 1,2）

1）理化学研究所　生命医科学研究センター　粘膜システム研究チーム、
2）横浜市立大学大学院　生命医科学研究科　免疫生物学研究室、
3）三重大学大学院　医学系研究科　分子病態学研究室

O4-4	 	ヒト iPS 細胞由来腸管上皮細胞（F-hiSIECTM）を用いた消化管炎症モデルにおける腸内細菌代
謝物の影響

○山㟢  奈穂（やまざき  なお）1）、美馬  伸治 1）、今倉  悠貴 1）、岩尾  岳洋 2）、松永  民秀 2）、
　永田  幸三 1）、谷口  雅彦 1）

1）富士フイルム株式会社　バイオサイエンス＆エンジニアリング研究所、
2）名古屋市立大学大学院薬学研究科臨床薬学分野

O4-5	 環状ジヌクレオチドは樹状細胞を介して Th17 産生を誘導する
○尾松  達司（おまつ  たつし）1）、水島  かつら 1）、内山  和彦 1）、髙木  智久 1）、八木  信明 2）、
　内藤  裕二 1）

1）京都府立医科大学　消化器内科、2）朝日大学病院　消化器内科

O4-6	 肝臓線維化を主徴とする稀少疾患患者から同定された NLRP1 変異の機能解析
○安東  泰希（あんどう  たいき）1,2）、前原  明絵 1）、安戸  裕貴 1,3,4）、安藤  智暁 1）、伊沢  久未 1）、
　田辺  篤 1）、貝谷  綾子 1）、亀井  杏菜 1,5）、王  合興 1,5）、金子  順一 6）、山路  健 1）、
　奥村  康 1）、小川  誠司 7）、田村  直人 2）、北浦  次郎 1,5）

1）順天堂大学　大学院医学研究科　アトピー疾患研究センター、
2）順天堂大学　膠原病・リウマチ内科、3）東京大学　小児科、4）山口大学　小児科、
5）順天堂大学　大学院医学研究科　アレルギー・炎症制御学、6）東京大学　肝胆膵外科、
7）京都大学　大学院医学研究科　腫瘍生物学
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イブニングセミナー  18：00 〜 19：30	 第 2 会場「4F	暁雲（南）」

司会：渡辺  守（東京医科歯科大学）

「臨床免疫からみた未解決問題を探る」

	 自己免疫性肝疾患
○日浅  陽一（ひあさ  よういち）

愛媛大学大学院　消化器・内分泌・代謝内科学

	 自己免疫膵疾患
○岡崎  和一（おかざき  かずいち）

関西医科大学香里病院

	 炎症性腸疾患
○安藤  朗（あんどう  あきら）

滋賀医科大学　消化器内科
共催：武田薬品工業株式会社

【第 2日目】 7 月 3 日（土）

第 1 会場

モーニングセミナー3  8：00 〜 8：50	 第 1 会場「4F	暁雲（中）」

司会：穂苅  量太（防衛医科大学校　内科学（消化器））

「潰瘍性大腸炎診療におけるバイオマーカーの役割」
○飯島  英樹（いいじま  ひでき）

大阪警察病院　消化器内科
共催：持田製薬株式会社

シンポジウム2  9：00 〜 10：30	 第 1 会場「4F	暁雲（中）」

司会：石川  剛（京都府立医科大学大学院医学研究科　消化器内科学）
中本  安成（福井大学学術研究院医学系部門　内科学 ( ２) 分野）

「がん免疫療法の成果と次なる挑戦」

S2-1	 免疫ゲノム解析による新たながん免疫療法の展開
○西川  博嘉（にしかわ  ひろよし）1,2,3）

1）国立がん研究センター　研究所　腫瘍免疫研究分野、
2）国立がん研究センター　先端医療開発センター　免疫 TR 分野、
3）名古屋大学大学院医学系研究科　微生物・免疫学講座　分子細胞免疫学
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S2-2	 	腸管上皮細胞間リンパ球は CD103/E-cadherin を介した細胞間接触により腸管腫瘍を抑制する
○森川  亮（もりかわ  りょう）1）、米本  有輝 1）、根本  泰宏 2）、永石  宇司 1）、大島  茂 1）、
　岡本  隆一 1）、渡辺  守 1）

1）東京医科歯科大学　消化器内科、2）東京医科歯科大学　消化器病態学

S2-3	 免疫チェックポイント阻害剤治療後に発症する肝障害の臨床的特徴の検討
○大藤  和也（おおふじ  かずや）、野阪  拓人、内藤  達志、高橋  和人、松田  秀岳、大谷  昌弘、
　平松  活志、中本  安成

福井大学　内科学（2）分野

S2-4	 肝細胞癌における腫瘍微小免疫環境と癌関連分子変異との関連
○西田  直生志（にしだ  なおし）、盛田  真弘、工藤  正俊

近畿大学医学部　消化器内科

S2-5	 肝癌幹細胞を標的とした遺伝子改変 T 細胞療法の開発
○水腰  英四郎（みずこし  えいしろう）、中河  秀俊、金子  周一

金沢大学附属病院　消化器内科

一般演題5  10：30 〜 11：50	 第１会場「4F	暁雲（中）」

司会：新崎  信一郎（大阪大学大学院医学系研究科　消化器内科学）
永原  章仁（順天堂大学医学部　消化器内科）　　　　　　　

「消化管２」

O5-1	 クローン病の回腸における粘膜関連細菌叢と胆汁酸組成の相関解析について
○馬場  重樹（ばんば  しげき）1）、稲富  理 1）、西田  淳史 1）、大野  将司 1）、今井  隆行 1）、
　高橋  憲一郎 1）、内藤  裕二 2）、岩本  淳一 3）、本多  彰 4）、猪原  直弘 5）、安藤  朗 1）

1）滋賀医科大学医学部消化器内科、2）京都府立医科大学消化器内科、
3）東京医科大学茨城医療センター消化器内科、
4）東京医科大学茨城医療センター共同研究センター、
5）Department of Pathology, University of Michigan Medical School

O5-2	 	潰瘍性大腸炎に対する抗菌剤併用便移植療法の有効性と関連する Bacteroidetes 菌種と粘膜免
疫についての検討

○野村  慧（のむら  けい）、石川  大、岡原  昂輝、芳賀  慶一、祓川  真由子、澁谷  智義、
　永原  章仁

順天堂大学医学部消化器内科

O5-3	 当院における COVID-19 に罹患した炎症性腸疾患患者についての検討
○小栗  典明（おぐり  のりあき）、松浦  稔、和田  晴香、森久保  拓、尾崎  良、徳永  創太郎、
　箕輪  慎太郎、三井  達也、三浦  みき、齋藤  大祐、櫻庭  彰人、林田  真理、三好  潤、
　久松  理一

杏林大学　消化器内科学

O5-4	 潰瘍性大腸炎の炎症部位に認められる獲得免疫および上皮依存喘息関連機構
○菅原  有紗（すがわら  ありさ）1）、野明  俊裕 2）、溝口  恵美子 1）、荒木  靖三 2）、光山  慶一 3）、
　溝口  充志 1）

1）久留米大学医学部　免疫学講座、2）くるめ病院、3）久留米大学医学部　消化器内科講座

O5-5	 潰瘍性大腸炎に対する golimumab 治療薬物モニタリングおよび血清バイオマーカーの検討
○柿本  一城（かきもと  かずき）、峠  英樹、木下  直彦、沼  圭次郎、川崎  裕香、辰巳  賀泰、
　田中  泰吉、小柴  良司、平田  有基、竹内  利寿、宮嵜  孝子、中村  志郎、樋口  和秀

大阪医科大学　第二内科
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O5-6	 潰瘍性大腸炎患者に対するウステキヌマブ寛解導入効果の前向き検討
○加藤  真吾（かとう  しんご）、山鹿  渚、石橋  朗、可児  和仁、屋嘉比  康治、名越  澄子

埼玉医科大学総合医療センター　消化器・肝臓内科

O5-7	 大腸粘膜サイトカイン発現からみた潰瘍性大腸炎の再燃
○内山  和彦（うちやま  かずひこ）、髙木  智久、水島  かつら、窪田  真理子、菅谷  武史、
　内藤  裕二、伊藤  義人

京都府立医科大学　消化器内科学

O5-8	 下痢にて発症しステロイド治療が著効した IgG4 関連硬化性腸間膜炎の一例
○喜山  甲菜（きやま  かんな）1）、小薗  雅哉 2）、田ノ上  史郎 1）、熊谷  公太郎 1）、上村  修司 1）、
　井戸  章雄 1）

1）鹿児島大学大学院医歯学総合研究科　消化器疾患生活習慣病学、
2）鹿児島厚生連病院　消化器内科

ランチョンセミナー3  12：00 〜 12：50	 第 1 会場「4F	暁雲（中）」

司会：金井  隆典（慶應義塾大学医学部　内科学（消化器））

「潰瘍性大腸炎の病態と治療戦略 〜ステラーラのベストユースを探る〜」
○馬場  重樹（ばんば  しげき）

滋賀医科大学医学部附属病院　光学医療診療部
共催：ヤンセンファーマ株式会社／田辺三菱製薬株式会社

教育講演3  13：00 〜 13：40	 第 1 会場「4F	暁雲（中）」

司会：井戸  章雄（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科　消化器疾患・生活習慣病学）

「T 細胞の加齢変化と免疫老化」
○濵㟢  洋子（はまざき  ようこ）

京都大学 iPS 細胞研究所　未来生命科学開拓部門／京都大学大学院医学研究科　免疫生物学
共催：日本化薬株式会社

若手入門編セミナー  13：40 〜 14：40	 第 1 会場「4F	暁雲（中）」

司会：大野  博司（理化学研究所　生命医科学研究センター）

「経鼻ワクチンと粘膜免疫」
○長谷川  秀樹（はせがわ  ひでき）

国立感染症研究所　インフルエンザウイルス研究センター

「抗菌ペプチドから粘膜免疫を理解する
− Paneth 細胞α-defensin による腸内細菌叢制御と疾患」

○綾部  時芳（あやべ  ときよし）、横井  友樹、中村  公則
北海道大学　先端生命科学研究院　細胞生物科学分野

共催：ヤンセンファーマ株式会社

ウイルス感染と粘膜免疫
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シンポジウム3  14：40 〜 16：10	 第 1 会場「4F	暁雲（中）」

司会：竹田  潔（大阪大学医学系研究科）　　　　　
溝口  充志（久留米大学医学部　免疫学講座）

「消化器免疫研究の最前線」

S3-1	 潰瘍性大腸炎患者大腸粘膜における体細胞遺伝子変異
○南木  康作（なんき  こうさく）

慶應義塾大学医学部　内科学（消化器）

S3-2	 腸管炎症における Lysophosphatidylserine の作用解析
○大竹  由利子（おおたけ  ゆりこ）1）、香山  尚子 2,4）、岸川  敏博 3）、田代  拓 1）、良原  丈夫 1）、
　新崎  信一郎 1）、岡田  随象 3）、奥崎  大介 4,5）、元岡  大祐 4,5,6）、中村  昇太 4,5,6）、林  昭夫 7）、
　藤田  節子 7）、飯島  英樹 1）、竹田  潔 2,4）、竹原  徹郎 1）

1）大阪大学大学院医学系研究科　消化器内科学、2）大阪大学大学院医学系研究科　免疫制御学、
3）大阪大学大学院医学系研究科　遺伝統計学、4）大阪大学　免疫学フロンティア研究センター、
5）大阪大学　微生物病研究所　遺伝情報実験センター、
6）大阪大学　微生物病研究所　感染症メタゲノム研究分野、7）小野薬品工業株式会社

S3-3	 生命金属による腸管炎症惹起機構の解析
○松田  浩紀（まつだ  ひろき）1）、青沼  映美 1）、田村  皓子 1）、仁部  洋一 2）、渡辺  守 3）、
　岡本  隆一 1）、宇尾  基弘 4）、大島  茂 1）

1）東京医科歯科大学医学部附属病院消化器内科、2）東京医科歯科大学難治疾患研究所、
3）東京医科歯科大学高等研究院、4）東京医科歯科大学先端材料評価学

S3-4	 迷走神経の解剖学に基づく新規腸管制御性 T 細胞維持機構の解明
○三上  洋平（みかみ  ようへい）、寺谷  俊昭、金井  隆典

慶應義塾大学　内科学（消化器）

S3-5	 上皮型ナトリウムチャネル活性化因子プロスタシンによる腸管炎症の制御
○杉谷  義彦（すぎたに  よしひこ）1）、西田  淳史 2）、今井  隆行 3）、大野  将司 3）、北村  健一郎 4）、
　安藤  朗 3）

1）草津総合病院　消化器内科、2）市立長浜病院　消化器内科、3）滋賀医科大学　消化器内科、
4）山梨大学　第三内科

S3-6	 Ostoprotegerin による M 細胞数の制御による腸管恒常性の維持
○木村  俊介（きむら  しゅんすけ）1,2）、中村  有孝 1）、小林  伸英 1,3）、岩永  敏彦 2）、長谷  耕二 1）

1）慶應義塾大学　薬学部生化学講座、2）北海道大学大学院医学研究院組織細胞学教室、
3）金沢大学医薬保健研究域医学系細菌学分野

表彰式・閉会の辞  16：10 〜 16：25	 第 1 会場「4F	暁雲（中）」


