
第22回 自己抗体と自己免疫シンポジウム

1. Integrated targeting of RNA regulons
 座長：山本 一彦 (東京大学医学部 アレルギーリウマチ内科)
 演者：Jack D. Keene (Duke University Medical Center)

2. 蛋白翻訳後修飾、クリプティックエピトープと自己抗体産生　
 座長：川上 純 (長崎大学 リウマチ・膠原病内科（第一内科）)
 演者：佐藤 実 (産業医科大学産業保健学部 成人老年看護学講座)

3. PADI4と関節リウマチ
 座長：村島 温子 (国立成育医療研究センター 周産期・母性診療センター)
 演者：庄田 宏文 (東京大学医学部 アレルギーリウマチ内科)

4. 抗シトルリン化蛋白抗体および抗カルバミル化蛋白抗体の対応抗原
 座長：川野 充弘（金沢大学附属病院 リウマチ・膠原病内科）
 演者：大村 浩一郎（京都大学 免疫・膠原病内科）

5. 自己免疫疾患の新たな標的分子：
　 ミスフォールド蛋白質/MHCクラスII分子複合体
 座長：川人 豊（京都府立医科大学 免疫内科学講座）
 演者：荒瀬 尚（大阪大学 免疫学フロンティア研究センター 
            　　       　免疫化学研究室/微生物病研究所 免疫化学分野）

Citrullination: from a small protein modification to a major autoantibody response 
in rheumatoid arthritis
 座長：Jack D. Keene (Duke University Medical Center)
 演者：Ger J. M. Pruijn (Radboud University Nijmegen)

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)

（開場 13:30）
日 時　2015年2月7日（土）14:00～19:10

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。

事務局：株式会社 医学生物学研究所 首都圏統轄営業所

 〒173-0004 東京都板橋区板橋二丁目9番3号 埼京ビル4F
 TEL: 03-5248-2862  FAX: 03-5248-2930  E-mail: koutaisympo@mbl.co.jp  
 URL: http://ivd.mbl.co.jp/support/sympo_autoimmune22.html

蛋白翻訳後修飾と自己免疫
Post-translational modification and autoimmunity

〒100-6307 東京都千代田区丸の内2-4-1　TEL：03-3217-7507（当日のみ）
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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 14：00－16：55

特 別 講 演 16：55－17：55

情報交換会 18：10－19：10

世話人

The centra l  ro le  of  c i t ru l l inat ion in  the 
pathophysiology of rheumatoid arthritis:  
c i t ru l l inat ion catalyzed by pept idylarginine 
deiminases (PADs) leads to the production of 
anti-citrullinated protein antibodies (ACPA) in 
susceptible individuals, which may occur initially 
outside the inflamed synovium. In the inflamed joint 
proteins will be citrullinated, macrophages and 
B-cells will be activated and the ACPA response 
may spread.  ACPA can act iva te  ce l ls  l i ke  
osteoclasts that are involved in tissue destruction.
This figure is provided by Dr. Ger J.M. Pruijn
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参加・資料請求申込み用紙(FAX)
第22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

□　自己免疫レポート40「本邦発の新しい全身性疾患 －IgG4関連疾患－」
 （札幌医科大学 医学部 消化器・免疫・リウマチ内科学講座　高橋裕樹 先生）

□　自己免疫レポート41「明日から実践できる強皮症診療の基本」
 （慶應義塾大学 医学部 リウマチ内科　桑名正隆先生）

□　自己免疫レポート42「抗アミノアシルtRNA合成酵素（ARS）抗体」
 （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）

□　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.21「抗ARS抗体と間質性肺炎」
 （京都大学医学部附属病院 呼吸器内科　半田知宏 先生 ）

□　BIOTOVO No.22「免疫学研究におけるシステムバイオロジー解析の必要性」
 （千葉大学大学院医学研究院・医学部 粘膜免疫学　植松 智 先生）

□　自己免疫疾患の診断基準と治療指針 第7版
 （監修：順天堂大学医学部附属順天堂医院 膠原病・リウマチ内科　髙崎芳成 先生）

□　自己免疫疾患検査フローチャート・自己免疫疾患の主な臨床症状と検査項目（下敷き）
□　自己免疫疾患検査フローチャート（ポスター）
□　RNAscope® パンフレット
□　MBL RUO TOPICS vol.18「蛍光タンパク質の活用」
□　バイオとともに歩む126ページ（MBL会社概要2014-2015）

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してください。後日、送付させて頂きます。

ご芳名

ふりがな

施設名

ご所属

ご住所

TEL (内線　　　　　　　　　)

FAX

ご記入いただいた宛先に「参加登録証」をFAXしますので、当日ご持参ください。

E-mail

〒

246257-14121100N

□  シンポジウムに参加を申し込む
□  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

※ ご記入いただきました個人情報は、シンポジウム参加の申込確認、製品・サービスなどの情報提供、マーケティング活動に利用します。
　 この目的以外に利用することはありません。
※ 今後、弊社からのダイレクトメール等による製品・サービスの案内を希望されない方は、下記に□ を入れてください。
　 　□　案内送付を希望しない

必ず返信先をご記入ください


