
第21回 自己抗体と自己免疫シンポジウム

1. Mapping RNA networks in cancer
 Jack D. Keene (Duke University Medical Center)

 座長：三森 経世 (京都大学 免疫・膠原病内科)

2. 腸管免疫による自己免疫調節　
 三宅 幸子 (順天堂大学医学部 免疫学講座)

 座長：中島 裕史 (千葉大学医学部 アレルギー・膠原病内科)　　

3.  大腸幹細胞培養系の確立と移植 ̶腸管免疫への応用̶
 渡辺 守 (東京医科歯科大学 消化器病態学)

 座長：金井 隆典 (慶應義塾大学医学部 消化器内科)

4. 腸内細菌による免疫モデュレーション
 本田 賢也 (理化学研究所 統合生命医科学研究センター)

 座長：高橋 秀実 (日本医科大学 微生物学免疫学教室)

Genetic mechanisms underlying the pathogenesis 
of Crohn's disease
 Warren Strober (National Institutes of Health)

 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 2014年2月8日（土）14:00～18:00
会 場 丸ビルホール（丸ビル7階）

共  催

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

腸管免疫   
Gastrointestinal immunity

〒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
日比谷線
三田線
日比谷駅

千代田線
三田線
大手町駅

日比谷通り
千代田線
二重橋前駅

有楽町線
有楽町駅

JR
有楽町駅

JR京葉線
東京駅

大名小路

東西線
大手町駅

丸の内仲通り

JR 東京駅丸の内南口

永
代
通
り

馬
場
先
通
り

皇居外苑
行
幸
通
り

丸の内線
東京駅

半蔵門線
大手町駅

丸ノ内線
大手町駅

丸ビル

東京国際
フォーラム

● 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

順天堂大学医学部膠原病内科学講座
株式会社 医学生物学研究所

Pro-inflammatory cytokine responses

Antigen presenting cells expressing mutated NOD2
associated with Crohn’s disease

Antigen presenting cells expressing intact NOD2

Intestinal Microflora

Intestinal Microflora

Pro-inflammatory cytokine responses

Possible Mechanism of NOD2 Dysfunction in Crohn’s Disease II: 
Normal NOD2 responses result in the generation of factors such as 
IRF4 that down-regulate (cross-tolerize) responses to TLR ligands 
associated with intestinal microflora.  Impaired NOD2 responses due to 
polymorphisms in the LRR domain of NOD2 fail to generate such 
factors and thus responses to TLR ligands are poorly controlled.  Such 
poorly controlled responses cause inflammation and Crohn’s disease.
These figures are provided by Dr. Warren Stober.



参加・資料請求申込み用紙(FAX)
第21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)

　□　第20回 自己抗体と自己免疫シンポジウム講演録集 (IgG4関連疾患) 
  (2013年2月2日 開催)

　□　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）

　□　BIOTOVO No.15「抗CADM-140/MDA5抗体 急速進行性間質性肺炎を併発した皮膚筋炎のバイオマーカー」
　　      (東海大学医学部内科学系リウマチ内科学 佐藤慎二先生）

　□　BIOTOVO No.16「合成生物学の学部生国際コンテスト iGEM」
　　      (東京工業大学大学院総合理工学研究科 知能システム科学専攻 木賀大介先生）

　□　BIOTOVO No.17「DNAシーケンシング技術の発展と今後の展開」
   (公益財団法人かずさDNA研究所 小原收先生）

　□　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

〒

245251-13121085N

□　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
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