
第20回 自己抗体と自己免疫シンポジウム

1. Emerging concepts of RNA regulation
　　   Jack D. Keene (Duke University Medical Center)

   座長：髙崎 芳成 (順天堂大学医学部 膠原病内科)

2. 自己抗体産生と抗体アイソタイプ　
　　  鍔田 武志 (東京医科歯科大学 難治疾患研究所 免疫疾患分野)

  座長：神澤 輝実 (東京都立駒込病院)　　

3.  IgG4関連腎臓病
　　   佐伯 敬子 (長岡赤十字病院 内科)

   座長：槇野 博史 (岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 
                                 腎・免疫・内分泌代謝内科学)

4.  「ミクリッツ病」からみたIgG4関連疾患
     ～データベースSMARTから
　　  山本 元久 (札幌医科大学医学部 内科学第一講座)

  座長：中島 衡 (福岡大学医学部 腎臓・膠原病内科)

5. 自己免疫性膵炎とIgG4
　　  川 茂幸 (信州大学総合健康安全センター)

   座長：千葉 勉 (京都大学 消化器内科)

The treatment of IgG4-related disease: 
Emphasis on the effects and efficacy of B cell depletion
   John H. Stone (Harvard Medical School/Massachusetts General Hospital)

   座長：Jack D. Keene (Duke University Medical Center)

山本 一彦 (東京大学医学部 アレルギーリウマチ内科)  髙崎 芳成 (順天堂大学医学部 膠原病内科)
三森 経世 (京都大学 免疫・膠原病内科)    Jack D. Keene (Duke University Medical Center)

日 時 2013年2月2日（土）14:00～18:00
会 場 丸ビルホール（丸ビル7階）

後 援
入　場 無 料
● 参加ご希望の方は裏面のFAX用紙にてお申し込みください。

尚、シンポジウムへのご参加は会場の都合により、医療施設及び検査センター関係者のみとさせて頂きます。

〒173-0004 東京都板橋区板橋二丁目9番3号 埼京ビル4F
株式会社 医学生物学研究所　営業本部　担当：阿部
TEL: 03-5248-2862  FAX: 03-5248-2930
E-mail: koutaisympo@mbl.co.jp  URL: http://www.mbl.co.jp

IgG4関連疾患

〒100-6307 東京都千代田区丸の内2-4-1　TEL：03-3217-7507（当日のみ） 千代田線
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● JR東京駅丸の内南口より徒歩1分
● 地下鉄丸ノ内線東京駅より直結

講　　　 演 14：05－16：55

特 別 講 演 16：55－17：55

世　話　人

 A

B

C

A. Bilateral submandibular gland enlargement.
B. Submandibular gland biopsy showing a 
     lymphoplasmacytic infiltrate and storiform
     fibrosis  (hematoxylin & eosin stain).
C. IgG4 immunostain of the submandibular
     gland, demonstrating IgG4-positive plasma 
     cells amid a background of storiform fibrosis.

These figures were provided by Dr. John H. Stone.



参加・資料請求申込み用紙(FAX)
第20回 自己抗体と自己免疫シンポジウム事務局　
株式会社 医学生物学研究所 首都圏統轄営業所 行
FAX: 03-5248-2930

シンポジウム参加・資料請求申込書

請求資料
資料送付を申し込まれた方はご希望の資料に□ を入れてFAXして下さい．
後日，送付させて頂きます．

　□ 自己免疫レポート38「座談会 自己抗体検査の現状と将来」
　　    (東京大学 アレルギーリウマチ内科 山本一彦先生，順天堂大学 膠原病内科 髙崎芳成先生，京都大学 臨床免疫学 三森経世先生

           慶應義塾大学 リウマチ内科 桑名正隆先生，北海道大学 第二内科 渥美達也先生)

　□ 自己免疫レポート39「IgG4関連疾患」
　　    (信州大学総合健康安全センタ― 川茂幸先生，京都大学大学院医学研究科 消化器内科学講座 千葉勉先生)　

　□ 第18回 自己抗体と自己免疫シンポジウム講演録集 (自己抗体とシェーグレン症候群並びに新生児ループス)
　　    (2011年2月5日 開催)

　□ 第19回 自己抗体と自己免疫シンポジウム講演録集 (自然免疫と自己免疫疾患)
　　    (2012年2月18日 開催)

　□ BIOTOVO No.11「自己免疫性膵炎とIgG4関連疾患」
        (信州大学総合健康安全センタ― 川茂幸先生）

　□ BIOTOVO No.12「抗アミノアシルtRNA合成酵素抗体 －筋炎合併間質性肺炎のバイオマーカー－」
                                       （京都大学大学院医学研究科 内科学講座臨床免疫学 三森経世先生）

　□ BIOTOVO No.13「自己免疫性水疱症の自己抗原の同定と新しい分類，そして診断法の開発」
       （久留米大学医学部皮膚科 橋本隆先生，石井文人先生，大畑千佳先生，古村南夫先生）

　□ BIOTOVO No.14「タンパク質発現プロファイルに基づいた膵臓がん血液診断法の開発」
       （名古屋大学大学院医学系研究科 附属神経疾患・腫瘍分子医学研究センタ―分子腫瘍学分野 柳澤聖先生）

　□ IgG４関連腎臓病診療指針ダイジェスト版（日本腎臓学会腎病理診断基準標準化委員会 IgG４関連腎臓病 ワーキンググループ編） 

　□ IgG４関連疾患　川茂幸　信州医学雑誌　60(4):193－200, 2012 

　□ IgG4の臨床的有用性と測定試薬の基本性能　川茂幸ら　医学と薬学　64(1):95－104, 2010　　 

　□ CytoTune® iPSキット（基礎研究用試薬）

　□ 今後とも自己免疫疾患に関する資料を送付して欲しい

ご芳名
ふりがな

施設名

ご所属

ご住所

TEL (内線)

FAX E-mail

〒

244258-12121050N

□　シンポジウムに参加する
□　シンポジウムに参加し、下記資料送付を申し込む
□　シンポジウムに参加できないが、下記資料送付を申し込む

□に　をいれてください


