
東京医科歯科大学 難治疾患研究所 免疫疾患 赤津　ちづる

東京大学大学院 薬学系研究科 遺伝学教室 西村　桂

東京大学大学院 薬学系研究科 遺伝学教室 松本　雄大

東京医科歯科大学 難治疾患研究所 発生再生生物学分野 宮村　憲央

慶應義塾大学 医学部 循環器内科 佐野　元昭

千葉大学大学院 医学研究院・医学部粘膜免疫学 植松　智

北海道大学 遺伝子病制御研究所 藤田　恭之

大阪大学 微生物病研究所 細胞制御分野 三木　裕明

東京薬科大学 生命科学部 田中　正人

兵庫医科大学 遺伝学 大村谷　昌樹

徳島大学大学院 医歯薬学研究部 生体防御医学分野 安友　康二

東京理科大学 生命医科学研究所 水田　龍信

川崎医科大学 泌尿器科学 大平　伸

東京大学 薬学系研究科 遺伝学教室 姉川　大輔

京都府立医科大学大学院 医学研究科 循環器内科学 立石　周平

九州大学大学院 薬学研究院 薬効安全性学分野 仲矢　道雄

金沢大学 がん進展制御研究所 免疫炎症制御研究分野 張 培培

S-2
　EDAC (Epithelial Defense Against Cancer)

13:30～14:00

　死細胞の貪食と心筋梗塞

O-5

O-6

16:15～17:45 一般演題２　　座長：刀祢 重信 （東京電機大学），竹原　徹郎 （大阪大学）

15:30～16:00

16:45～17:00

　Bdh1は、心筋酸化ストレスを軽減し心不全悪化を抑制する

第1日目 2016年9月9日（金）

12:00～13:00

10:40～

9：40～

O-2

　CD72は内因性TLR7リガンドに対するB細胞応答を抑制し、自己免疫疾患の発症を抑制する
O-1

ランチョンセミナー　　座長：太田　成男 （日本医科大学）

10:45～11:45 一般演題１　　座長：足立　壮一 （京都大学)，仁科　博史 （東京医科歯科大学）

12:00～13:00

 (共催：水素健康医学ラボ株式会社)　　

開会の辞

評議員会(9:45～10:35 会場：小会議室)

受付開始

10:45～11:00

11:00～11:15

11:15～11:30

11:30～11:45

11:45～13:00

13:00～16：00

　水素ガスによる心肺蘇生後の臓器保護効果

13:00～13:30

昼食　

シンポジウム　　座長：中野　裕康 （東邦大学）,　山崎　晶 （九州大学）

S-1
　急性、慢性放射線腸障害におけるダイイングコードの解明

　局所的なネクローシスは、血中の新規プロテアーゼを介して全身性に自然免疫Toll経路を活性化する

S-4

14:00～14:30

14:30～15:00

17:30～17:45

　PRLによるがん悪性化とpH依存性の細胞死

　組織傷害におけるCD169マクロファージの役割

S-5 15:00～15:30

S-6
　細胞死機能異常による遺伝性炎症性疾患

16:00～16:15

S-3

16:15～16:30

16:30～16:45

18:00～ 懇親会　　（６階　大会議室 ）

17:00～17:15

17:15～17:30

O-7

O-4
　Hippo-YAPシグナル伝達経路による細胞排除現象の解明

　精巣虚血･再灌流における病態解析

　ネクローシスにおけるcell-free DNA生成のメカニズム

　ネクロプトーシスと遺伝性膵炎

O-10
　A role of Mitochondrial ROS production in ATP-induced cell death in vitro  and in vivo

　冬眠動物が有する虚血再灌流耐性機構の解明

 休憩

プログラム

O-8

O-9

O-3
　アポトーシスによる哺乳類中脳蓋板の形成制御機構の解明



金沢大学 がん進展制御研究所 免疫炎症制御研究分野 須田　貴司

北里大学 薬学部 衛生化学 今井　浩孝

東邦大学 医学部 生化学講座 生化学分野 村井　晋

京都大学 生命科学研究科 高次遺伝情報分野 染田　真孝

順天堂大学 病理・腫瘍学教室 松岡　周二

大阪大学 微生物病研究所 感染病態分野 山本 雅裕

東京大学大学院 理学系研究科 生物科学専攻 山岸　舞

東北大学 大学院医学研究科 医化学分野　 山本　雅之

東京電機大学 先端科学技術研究科 物質生命理工学専攻 岩澤　卓弥

岐阜大学大学院 連合創薬医療情報研究科 創薬科学専攻 倉永　祐希

岐阜大学大学院 連合創薬医療情報研究科 創薬科学専攻 杉戸　信彦

東京医科歯科大学 難治疾患研究所 病態細胞生物学 荒川　聡子

日本医科大学大学院 細胞生物学分野 太田　成男

京都大学大学院 医学研究科 人間健康科学系専攻 中谷　哲章

京都大学大学院 医学研究科 人間健康科学系専攻 松尾　明彦

徳島大学大学院 医歯薬学研究部 医用理工学 森田　明典

千葉大学大学院 医学研究院・医学部 粘膜免疫学研究室 武村　直紀

北海道大学 大学院薬学研究院 衛生化学 鍛代　悠一

　p53標的創薬研究から得られたp53転写調節剤5-クロロ-8-キノリノールの放射線防護作用機構解析

　アナポコーシス　（ある種の抗体は腫瘍細胞に巨大な穴をあけて補体やカスペース非依存性に殺す）

O-16

　横紋筋肉腫におけるWarburg効果とmicroRNAによる制御

　病原体感染による細胞死におけるオートファジー関連分子の役割について

16:00～16:15

　細胞死を抑制する分子状水素

15:15～16:00 特別講演２　　座長：清水　重臣 （東京医科歯科大学）

第2日目 2016年9月10日（土）

O-14

　１細胞実時間イメージングから見た細胞死とIL-1β分泌の多様性

閉会の辞

9：15～ 受付開始

14:00～15:00 一般演題４　　座長：清水　重臣 （東京医科歯科大学），袖岡　幹子 （理化学研究所）

13:00～14:00

14:00～14:15

14:15～14:30

14:30～14:45

10:30～10:45

10:15～10:30

10:15～11:45 一般演題３　　座長：須田　貴司 （金沢大学），鍔田　武志 （東京医科歯科大学）

9:45～10:15 教育講演　　座長：三浦　正幸 （東京大学）

9:45～10:15

17:00～17:15

11:45～13:00

　非小細胞肺癌におけるEGFRチロシンキナーゼ阻害剤耐性を克服する治療戦略の構築

17:20～

O-18

O-19

O-20

　自然免疫による癌細胞DNAの認識と抗腫瘍免疫発動機構の解析
O-25

O-21

15:15～16:00

16:00～17:15 一般演題５　　座長：田中　正人 （東京薬科大学），田中　稔 （国立国際医療研究センター研究所）

16:15～16:30

16:30～16:45

　放射線性小腸繊維症は上皮細胞死を起因とする好酸球性炎症によって誘導される

14:45～15:00

15:00～15:15  休憩

　オートファジー、アポトーシス誘発に必要な立体化学的特徴
　-新規タモキシフェン類縁体Ridaifen Bの作用を探る-

O-12

昼食　

10:45～11:00

11:00～11:15

11:15～11:30

11:30～11:45

13:00～14:00 特別講演１　　座長：太田　成男 （日本医科大学）

O-13
　Caspase-8はRIPK1とRIPK3を介してレチノイン酸が誘導する細胞分化とネクロプトーシスを制御する

　細胞死研究の潮流

O-22

　新規中分子化合物C-Mを用いた神経芽腫における新規細胞死誘導戦略の開発

O-23

O-24

　Warburg効果を制御するPKM遺伝子スプライサー群の解析

　オートファジー細胞死の個体での解析

O-17

　フェロトーシスとPHGPx欠損細胞死経路の違いの解析

　ネクロプトーシスをモニターするFRETプローブの開発

　Keap1-Nrf2制御システムと疾患

16:45～17:00

プログラム

O-11

O-15



会場アクセス 

 

◆ 学会会場 きゅりあん （１階小ホール） 

◆ 懇親会会場 きゅりあん （６階大会議室） 

◆ 評議員会会場 きゅりあん （６階小会議室） 

 

【会場案内図】 

＜学会 会場＞  

 

 

＜懇親会・評議員会 会場＞ 

6階で行います。階段もしくはエレベーターをお使い下さい。 

  



【会場周辺図】 

きゅりあん（品川区立総合区民会館） 

所在地：東京都品川区東大井 5-18-1 

 

 

【交通案内】  

JR京浜東北線・東急大井町線、りんかい線大井町駅より徒歩約 1分 

会場周辺道路は狭いため、近隣のご迷惑となりますので駐停車ができません。 

ご注意下さい。 

 

  



参加者へのご案内 

 

【参加者の方へ】 

受付はきゅりあん 1階小ホール入口先にて、9日は午前 9時 40分より（10日は 9時 15分から）行って

おります。 

 

• 学会参加費（一般 5,000円、大学院生 3,000円、学部学生無料：学生証をご提示ください）をお支払

いの上、ネームカードと領収証、プログラム・抄録集をお受け取りください。学会会場ではネームカ

ードを着用ください。 

• プログラム・抄録集を別途購入される方は一部 1,000円でお求めください。 

 

【懇親会】 

日時：平成 28年 9月 9日（金）18：00～ 

会場：きゅりあん 6F 大会議室 

（会費は、3,000円になります。※学生は無料です。） 

 

【座長の先生方へ】 

次座長席には 10分前までにご着席下さい。 

 

【発表者の先生方へ】 

ご発表の 15分前には、舞台裏に設置してある PC受付にて、データもしくは PCをお預けください。次演

者の方はご発表の 15分前までに次演者席にお着きください。演題発表は PCプロジェクターを使用して

運営いたします。下記の要領にて PCプロジェクターによる発表をお願いします。 

• 発表はご自身のパソコン、もしくは、会場で用意したパソコンをご使用下さい。 

• 必要に応じて D-sub15 ピン（ミニ）用ディスプレイアダプタ、外部電源用アダプタをご持参ください。 

• ご発表時間前の休憩時間までに、ご自身のパソコンから外部モニターに正しく出力できることを確認してく

ださい。パソコンやOSによって設定方法が異なりますので、事前にご確認ください。特に動画、画像データ

は、外部出力に接続した画面には表示されない場合がありますので、十分に注意してください。 

• ビデオや音声出力はご使用になれませんので、ご了承ください。 

• 会場で用意するパソコンは、PowerPoint 2013 (Windows 7)、PowerPoint 2011（MacOS X）です。 

• 発表開始後の操作は演台にてご自身で行ってください。 

 



 

＜発表時間＞ 

 特別講演 1     発表 50分 質疑応答 10分（合計 60分） 

 特別講演 2     発表 40分 質疑応答 5分 （合計 45分） 

 教育講演       発表 25分 質疑応答 5分 （合計 30分） 

 ランチョンセミナー  発表 50分 質疑応答 10分 （合計 60分） 

 シンポジウム    発表 25分 質疑応答 5分 （合計 30分） 

 一般演題      発表 10分 質疑応答 4分 （合計 14分） 

 

 

【注意事項】 

会場内は撮影・録音は禁止です。 

小ホール客席内およびロビーは禁煙です。 
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