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2019年 8月2日金

3階 国際会議室 3階 レセプションホール
第　1　会　場

4階 401＋402
第　2　会　場 ポスター会場

 8：00～10：00

ポスター
貼付

 8：50～9：00 開　会　挨　拶
 9：00～10：20

シンポジウム 1

臓器別疾患とサイトカイン
座　長：吉村 昭彦（慶應義塾大学）、中村 志郎（兵庫医科大学）
講演者：中村 志郎（兵庫医科大学）、宮嵜 孝子（兵庫医科大学）
　　　　黒田 悦史（兵庫医科大学）、伊藤 美菜子（慶應義塾大学） 10：00～13：10

ポスター
自由閲覧

10：25～11：45
シンポジウム 2

腸内細菌叢と疾患
座　長：西城 　忍（千葉大学）、大野 博司（理化学研究所）
講演者：大野 博司（理化学研究所）、後藤 義幸（千葉大学）
　　　　山本 雅裕（大阪大学）、辻　 典子（産業技術総合研究所）

10：50～11：50

若手奨励賞セッション 1
座長：高岡 晃教（北海道大学）
　　　岩倉 洋一郎（東京理科大学）

12：00～13：00 ランチョンセミナー 1
自己免疫性疾患・炎症性疾患におけるIL-6シグナル阻害の意義

座　長：土橋 浩章（香川大学医学部附属病院）
講演者：池田 　啓（千葉大学医学部附属病院）

共催：中外製薬株式会社

12：00～13：00
ランチョンセミナー 2

リウマチ性疾患における
サイトカイン標的治療

13：10～14：10

ポスター
発表

14：10～18：05

ポスター
自由閲覧

14：15～15：35
シンポジウム 3

ウイルスと自己炎症疾患
座　長：藤田 尚志（京都大学）、西小森 隆太（久留米大学）
講演者： 西小森 隆太（久留米大学）、井澤 和司（京都大学医学部附属病院）

早田 信正（京都大学）、藤田 尚志（京都大学）

15：45～16：45 イブニングセミナー 1
臨床応用が進むがん免疫療法の基礎

座　長：松井 　聖（兵庫医科大学）
講演者：西川 博嘉（名古屋大学／国立がん研究センター）

共催：ブリストル・マイヤーズ�スクイブ株式会社／小野薬品工業株式会社

15：45～16：45
イブニングセミナー 2
脊椎関節炎Update
～ IL17阻害薬の役割～

16：55～17：55 特 別 講 演
免疫・炎症応答に関わるリボヌクレアーゼReganase-1

座　長：佐野 　統（京都岡本記念病院／兵庫医科大学）
講演者：審良 静男（大阪大学）

18：05～20：00
懇 親 会

座　長：佐野 　統
（京都岡本記念病院／兵庫医科大学）

講演者：田中 良哉
（産業医科大学）

共催：あゆみ製薬株式会社

座　長：田村 直人
（順天堂大学）

講演者：岸本 暢将
（聖路加国際病院）

共催：ノバルティスファーマ株式会社
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2019年 8月2日金

3階 国際会議室 3階 レセプションホール
第　1　会　場

4階 401＋402
第　2　会　場 ポスター会場

 8：00～10：00

ポスター
貼付

 8：50～9：00 開　会　挨　拶
 9：00～10：20

シンポジウム 1

臓器別疾患とサイトカイン
座　長：吉村 昭彦（慶應義塾大学）、中村 志郎（兵庫医科大学）
講演者：中村 志郎（兵庫医科大学）、宮嵜 孝子（兵庫医科大学）
　　　　黒田 悦史（兵庫医科大学）、伊藤 美菜子（慶應義塾大学） 10：00～13：10

ポスター
自由閲覧

10：25～11：45
シンポジウム 2

腸内細菌叢と疾患
座　長：西城 　忍（千葉大学）、大野 博司（理化学研究所）
講演者：大野 博司（理化学研究所）、後藤 義幸（千葉大学）
　　　　山本 雅裕（大阪大学）、辻　 典子（産業技術総合研究所）

10：50～11：50

若手奨励賞セッション 1
座長：高岡 晃教（北海道大学）
　　　岩倉 洋一郎（東京理科大学）

12：00～13：00 ランチョンセミナー 1
自己免疫性疾患・炎症性疾患におけるIL-6シグナル阻害の意義

座　長：土橋 浩章（香川大学医学部附属病院）
講演者：池田 　啓（千葉大学医学部附属病院）

共催：中外製薬株式会社

12：00～13：00
ランチョンセミナー 2

リウマチ性疾患における
サイトカイン標的治療

13：10～14：10

ポスター
発表

14：10～18：05

ポスター
自由閲覧

14：15～15：35
シンポジウム 3

ウイルスと自己炎症疾患
座　長：藤田 尚志（京都大学）、西小森 隆太（久留米大学）
講演者： 西小森 隆太（久留米大学）、井澤 和司（京都大学医学部附属病院）

早田 信正（京都大学）、藤田 尚志（京都大学）

15：45～16：45 イブニングセミナー 1
臨床応用が進むがん免疫療法の基礎

座　長：松井 　聖（兵庫医科大学）
講演者：西川 博嘉（名古屋大学／国立がん研究センター）

共催：ブリストル・マイヤーズ�スクイブ株式会社／小野薬品工業株式会社

15：45～16：45
イブニングセミナー 2
脊椎関節炎Update
～ IL17阻害薬の役割～

16：55～17：55 特 別 講 演
免疫・炎症応答に関わるリボヌクレアーゼReganase-1

座　長：佐野 　統（京都岡本記念病院／兵庫医科大学）
講演者：審良 静男（大阪大学）

18：05～20：00
懇 親 会

座　長：佐野 　統
（京都岡本記念病院／兵庫医科大学）

講演者：田中 良哉
（産業医科大学）

共催：あゆみ製薬株式会社

座　長：田村 直人
（順天堂大学）

講演者：岸本 暢将
（聖路加国際病院）

共催：ノバルティスファーマ株式会社
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2019年 8月3日土

3階 国際会議室 3階 レセプションホール
第　1　会　場

4階 401＋402
第　2　会　場 ポスター会場

 8：30～9：30 モーニングセミナー
TNF阻害剤の基礎と臨床 ～RA、SpA、BDの病態形成とサイトカイン～

座　長：桑名 正隆（日本医科大学）
講演者：柱本 　照（神戸大学）

共催：田辺三菱製薬株式会社

 9：00～11：00

ポスター
自由閲覧

 9：35～10：55 シンポジウム 4
トランスレーショナルリサーチを活かす産学共同と
AMED研究の現状と展望

座　　長：久保 允人（東京理科大学）、田中 良哉（産業医科大学）
司会進行：鈴木 　忍（京都大学）　パネリスト：椛島 健治（京都大学）
講 演 者： 葮仲 　潔（経済産業省）、髙子 　徹（日本医療研究開発機構）

荒森 一朗（日本医療研究開発機構）、仲　 哲治（高知大学） 10：45～11：45

若手奨励賞セッション 2
座　長：松島 綱治（東京理科大学）
　　　　原　 博満（鹿児島大学）

11：00～11：45

ポスター
発表

11：45～12：15
総　　会 11：45～15：00

ポスター
自由閲覧

12：20～13：20 ランチョンセミナー 3
インターフェロン、サイトカインによる過剰な炎症は
妊娠合併症、胎児脳発達障害の原因となる
座　長：佐野 　統（京都岡本記念病院／兵庫医科大学）
講演者：齋藤 　滋（富山大学）

共催：旭化成ファーマ株式会社

12：20～13：20
ランチョンセミナー 4

関節リウマチの治療の現状
～最適化した治療とその問題点～

13：30～15：30
シンポジウム 5

臨床応用されたサイトカイン療法の現状と今後の展望
座　長： 佐野 　統（京都岡本記念病院／兵庫医科大学）

善本 隆之（東京医科大学）

講演者： 田村 直人（順天堂大学）、今井 康友（兵庫医科大学）
桑名 正隆（日本医科大学）、東條 有伸（東京大学）
中野 裕康（東邦大学）、小松 則夫（順天堂大学） 15：00～16：30

ポスター
撤去15：35～16：35

奨励賞受賞者講演
座　長：佐野 　統（京都岡本記念病院／兵庫医科大学）
講演者： 伊藤 美菜子（慶應義塾大学）

柳井 秀元（東京大学先端科学技術研究センター）

16：35～16：55 ポスター賞授賞式 / 閉会挨拶

座　長：東條 有伸
（東京大学）

講演者：川人 　豊
（京都府立医科大学）

共催：帝人ファーマ株式会社

 




