
座長：広島大学大学院消化器･移植外科学　大段 秀樹

慶應義塾大学医学部臓器再生医学寄附講座　特任教授
小林　英司 先生

「ヒトの肝細胞を持つブタの誕生」

広島肝臓プロジェクト研究センター

シンポジウムのご案内

共催／広島肝臓プロジェクト研究センターシンポジウム・田辺三菱製薬株式会社

平成30年7月7日（土）
13：00 ～ 18：45

日 時
13：00 ～ 18：45

ホテルグランヴィア広島
3階 天平の間

場 所
3階 天平の

500円会 費

広島大学大学院消化器･移植外科学　大段 秀樹

本シンポジウムは、日本医療研究開発機構（AMED）による補助を得ています
研究会終了後、意見交換会を予定しております
マイカーでお越しの際は、飲酒をお控えくださいますようお願い致します

第14回

特別講演1 17：15～17：45

座長：広島大学大学院消化器･代謝内科学　茶山 一彰

琉球大学大学院医学研究科　内分泌代謝・血液・膠原病内科学講座（第二内科）　教授
益崎　裕章 先生

「肥満症診療・研究における最近の進歩」

特別講演2 17：45～18：45

  おわりに

新広島市民球場



プログラム

開会のあいさつ 広島肝臓プロジェクト研究センター長　茶山 一彰

一般演題
13：00～　セッションⅠ　ウイルス性肝炎①

座長：広島大学大学院疫学･疾病制御学  田中 純子
　　 広島大学大学院ウイルス学  坂口 剛正

15：25～　セッションⅣ　　炎症・線維化
座長：鳥取大学大学院医学系研究科遺伝子医療学部門 汐田 剛史
　　 JA広島総合病院消化器内科   兵庫 秀幸

16：13～　セッションⅤ　　癌
座長：国立病院機構呉医療センター外科 田代 裕尊
　　 高陽ニュータウン病院   高橋 祥一

1.医療系学生を対象とした「B型肝炎ワクチン」接種後の抗体獲得率に関する疫学的研究
永島 慎太郎、山本 周子、Ko Ko、Chuon Channarena、秋田 智之、片山 惠子、田中 純子
広島大学大学院医歯薬保健学研究科疫学・疾病制御学

3.インターフェロン-βの反応性はB型肝炎ウイルス慢性感染時に抑制される：ツパイ感染モデルを用いた解析
小原 恭子1,2、Mohammad Enamul Hoque Kayesha1,2、Sayeh Ezzikouri3、池 海英2、真田 崇弘4、山本 直樹4、Bouchra Kitab2、原口 拓巳2、松山 吏香2、加藤 卓也2、
三好 宣彰2、村上 周子5、田中 靖人5、高野 淳一郎6、塩釜 ゆみ子6、保富 康宏6、小原 道法4、
山口大学共同獣医学部1、鹿児島大学共同獣医学部2、モロッコパスツール研究所3、東京都医学総合研究所4、名古屋市立大学5、筑波霊長類センター6

2.Sero-prevalence of hepatitis B surface antigen among 5-7 years old children and their mothers 
　by nationwide multi-stage stratified random sampling strategy in Cambodia

Chuon Channarena1, Joseph Woodring2, Ork Vichit3, Mao Bunsoth4, Shintaro Nagashima1, Chikako Yamamoto1, Ko Ko1, Md. Shafiqul Hossain5, Junko Tanaka1
Department of Epidemiology, Infectious Disease Control and Prevention, Graduate School of Biomedical and Health Sciences, Hiroshima University, Hiroshima, Japan1 、
Expanded Programme on Immunization, World Health Organization Regional Office for the Western Pacific, Manila, Philippines2、
National Immunization Programme, Ministry of Health, Phonm Penh, Cambodia3、University of Health Sciences, Phnom Penh, Cambodia4、
Expanded Programme on Immunization, World Health Organization Country Office, Phonm Penh, Cambodia5

4.病院を受診しているHBV・HCV持続感染の長期予後に関する数理疫学的解析：
　肝病態推移率を用いたマルコフモデルに基づく推定
秋田 智之1、大久 真幸1、栗栖 あけみ1、坂宗 和明1、茶山 一彰2、田中 純子1

広島大学大学院医歯薬保健学研究科 疫学・疾病制御学1、消化器・代謝内科学2

5.HCV感染マウスを用いたNS5A阻害薬高度耐性変異に対するDAA治療効果
内田 宅郎1,2、今村 道雄1,2、寺岡 雄吏1,2、大沢 光毅1,2、河岡 友和1,2、柘植 雅貴1,2、相方 浩1,2、茶山 一彰1,2

広島大学大学院消化器･代謝内科学1、広島大学肝臓･消化器研究拠点2

6.C型肝炎ウイルスコア蛋白質の成熟機構の解明とその制御
岡本 徹1、平野 順紀1、Daron M Standley2、勝二 郁夫3、森石 恆司4、小池 和彦5、松浦 善治1

大阪大学微生物病研究所分子ウイルス分野1、ゲノム情報解析分野2、神戸大学医学研究科感染制御学分野3、山梨大学医学部微生物学講座4、東京大学医学系研究科消化器内科学5

7.免疫活性化によるC型肝炎ウイルス排除を目指して
小原 道法1、大槻 貴博1、塩釜 ゆみ子2、德永 優子1、山地 賢三郎1、小原 恭子3、保富 康宏2

東京都医学総合研究所1、医薬基盤・健康・栄養研究所2、鹿児島大学共同獣医学部3

8.ウイルス遺伝子の発現抑制により高い安全性と長期的な遺伝子発現を可能にした
　改良型アデノウイルスベクターの開発
櫻井 文教1、清水 かほり1,2、飯塚 俊輔1、塚本 智仁1、酒井 英子1、高山 和雄1,3,4、水口 裕之1,4,5

大阪大学大学院薬学研究科1、大阪大谷大学薬学部2、JSTさきがけ3、医薬基盤・健康・栄養研究所4、大阪大学MEIセンター5

9.オルニチントランスカルバミラーゼ欠損症キメラマウスモデルの開発
立野 知世1,2、菅原 豪1、山崎 ちひろ1、柳 愛美1、古川 鈴恵1、石田 雄二1,2、中村 和昭3、絵野沢 伸3

株式会社フェニックスバイオ1、広島大学肝臓･消化器研究拠点2、国立研究開発法人国立成育医療研究センター3

10.ヒトiPS細胞からzone特異的性質を有する肝細胞の分化誘導
三谷 成二1、高山 和雄1,2,3、櫻井 文教1、水口 裕之1,2,4

大阪大学大学院薬学研究科分子生物学分野（阪大院薬）1、医薬基盤・健康・栄養研究所 肝細胞分化誘導プロジェクト（医薬健栄研）2、科学技術振興機構 さきがけ（JST さきがけ）3、
大阪大学国際医工情報センター（阪大MEIセ）4

11.肝形質細胞様樹状細胞による肝移植免疫寛容の誘導
吉田 理1、木村 鐘康2、Matta BM2、今井 祐輔1、阿部 雅則1、日浅 陽一1、Thomson AW2

愛媛大学大学院消化器・内分泌・代謝内科学1、ピッツバーグ大学スターツル移植研究所2

12.2型糖尿病を合併していない非アルコール性脂肪性肝疾患症例に対する
　  糖尿病治療薬（SGLT2阻害薬・DPP4阻害薬）の効果に関する検討：無作為化並行群間二重盲検比較試験

飛田 博史1,3、佐藤 秀一1,2,3、矢﨑 友隆1,3、木下 芳一3

島根大学医学部附属病院肝臓内科1、光学医療診療部2、島根大学医学部内科学講座内科学第二3

14.細胞内鉄欠乏によるミトコンドリア選択的オートファジーの分子機構
原 裕一、佐々木 恭、仁科 惣治、日野 啓輔
川崎医科大学肝胆膵内科学

15.肝星細胞におけるサイトグロビンの抗酸化作用
今井 咲1、松原 三佐子1,2、吉里 勝利1,3

大阪市立大学大学院医学研究科 合成生物学寄附講座1、肝胆膵病態内科学2、株式会社フェニックスバイオ3

16.肝細胞癌再発危険因子としてのTRAIL遺伝子一塩基多型の役割
今岡 祐輝1,2、大平 真裕1,2、谷峰 直樹1,2、矢野 琢也1,2、中野 亮介1,2、佐藤 幸毅1,2、清水 誠一1,2、黒田 慎太郎1,2、田原 裕之1,2、井手 健太郎1,2、小林 剛1,2、
田中 友加1,2、大段 秀樹1,2

広島大学大学院消化器･移植外科学1、広島大学肝臓･消化器研究拠点2

17.HCC病態進展における画像所見とゲノム異常の関連
村岡 優、前川 伸哉、高野 伸一、山口 達也、榎本 信幸
山梨大学医学部第一内科

18.長鎖非コードRNA NEAT1による肝癌幹細胞維持メカニズムの解明
土谷 博之、汐田 剛史
鳥取大学大学院医学系研究科遺伝子医療学部門

19.糖代謝阻害薬2-deoxy-D-glucose封入PLGAナノ粒子を用いた肝細胞癌治療開発
佐々木 恭、仁科 惣治、日野 啓輔
川崎医科大学肝胆膵内科学

13.食事誘導性肥満マウスモデルにおけるエネルギー代謝からみた脂肪組織の加齢性変化とNAFLDの進展
西川 太一朗、竹谷 祐栄、瀬古 裕也、楳村 敦詩、山口 寛二、森口 理久、安居 幸一郎、伊藤 義人
京都府立医科大学大学院消化器内科学

13：36～　セッションⅡ　　ウイルス性肝炎②
座長：川崎医科大学肝胆膵内科学  日野 啓輔
　　 広島大学大学院消化器･代謝内科学 今村 道雄

14：24～　セッションⅢ　　肝細胞・細胞生物学・免疫
座長：大阪市立大学特任教授/フェニックスバイオ学術顧問 吉里 勝利
　　 株式会社フェニックスバイオ   立野 知世

17：05～17：15　Coffee Break

15：15～15：25　Coffee Break



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Subsample
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF30fb67005c0f30d530a130a430eb30b530a430ba00206e9662e0000d30fb00520047004230fb753b8cea305d3053305d305330ad30ec30a4ff08003100350030006400700069ff09000d30fb30d530a930f330c857cb30818fbc307f>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


