会長講演

6 月 13 日（水） 12：45 − 13：30

第 1 会場
特
別
演
題

重症心不全に対する心筋再生治療法の確立にむけて

演者 : 澤 芳樹（大阪大学 心臓血管外科）

座長 : 岡野 光夫（東京女子医科大学 先端生命医科学研究所）

理事長講演

6 月 13 日（水） 13：30 − 14：00

第 1 会場

細胞シート再生医療の実現に向けた挑戦

演者 : 岡野 光夫（東京女子医科大学 先端生命医科学研究所）
座長 : 中内 啓光（東京大学医科学研究所 幹細胞治療研究センター 幹細胞治療分野）

特別講演

6 月 13 日（水） 17：00 − 18：00

第 1 会場

ライフイノベーションによる健康大国戦略

演者 : 鈴木 寛（参議院議員）

座長 : 澤 芳樹（大阪大学 心臓血管外科）

再生サイエンスフロンティアレクチャー

6 月 14 日（木） 13：30 − 14：30

第 1 会場

Neural Plasticity and Neuronal Diversity in the Adult
Mammalion Brain

演者 : Fred Harrison Gage（Laboratory of Genetics, The Salk Institute of Biological Studies）
座長 : 岡野 栄之（慶應義塾大学 生理学）

招請講演
招請講演（1）

6 月 12 日（火） 15：30 − 16：15

第 2 会場

Tissue Engineering in Cardiac Surgery

演者 : A xel Haverich（Division of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Hannover Medical
School）
座長 : 坪田 一男（慶應義塾大学 眼科学）

招請講演（2）

6 月 12 日（火） 16：15 − 17：00

第 2 会場

Lgr5 Stem Cells in self-renewal and cancer

演者 : Hans Clevers（Hubrecht Institute, Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences
& University Medical Centre Utrecht）
座長 : 塩島 一朗（関西医科大学 内科学第ニ）

再生医療

日本再生医療学科雑誌

VOL.11 suppl 2012

招請講演（3）
特
別
演
題

6 月 13 日（水） 09：00 − 09：45

第 1 会場

Nuclear transfer to amphibian eggs and oocytes

演者 : John Gurdon（Wellcome Trust/Cancer Research UK Gurdon Institute）
座長 : 小室 一成（大阪大学 循環器内科学）

招請講演（4）

6 月 13 日（水） 09：45 − 10：30

第 1 会場

Recapitulating embryonic program: Reactivation of early
embryonic genes by Zscan4 during the generation of iPSCs

演者 : Minoru S.H. Ko（Department of Systems Medicine, Sakaguchi Laboratory, Keio University
School of Medicine / Developmental Genomics and Aging Section,
Laboratory of Genetics, National Institute on Aging (NIA), National
Institutes of Health (NIH)）
座長 : 戸口田 淳也（京都大学再生医科学研究所 再生医学応用研究部門 組織再生応用分野）

招請講演（5）

6 月 13 日（水） 10：30 − 11：15

第 1 会場

Regeneration of the Arterial System via Collateral Vessels

演者 : Wolfgang Schaper（Arteriogenesis Research, at the Max Planck Institute for Heart
and Lung Research）
座長 : 浅島 誠（日本学術振 興会 , 産業 技 術総合研究 所 フェロー兼 幹 細 胞 工学研究センター）

招請講演（6）

6 月 13 日（水） 15：00 − 15：45

第 2 会場

Cell therapy for heart failure; importance of the choice of
cell-delivery route
演者 : Ken Suzuki（Queen Mary Universit y of London）

座長 : 鄭 雄一（東京大学工学系研究科 バイオエンジニアリング 専攻）

招請講演（7）

6 月 14 日（木） 16：45 − 17：30

Normal and Neoplastic Stem Cells

第 1 会場

演者 : Irving L. Weissman（Institute for Stem Cell Biolog y and Regenerative Medicine, Ludwig Center
for Stem Cell Research, Stanford University School of Medicine）
座長 : 中内 啓光（東京大学医科学研究所 幹細胞治療研究センター 幹細胞治療分野）
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教育講演
教育講演（1）

6 月 13 日（水） 11：00 − 11：30

第 3 会場

Recent Advances for Commercialization of Tissue
Engineering and Regenerative Medicinal Products in Korea
演者 : Gilson Khang（Department of PolymerNano Science & Technolog y, Chonbuk
National University）
座長 : 上田 実（名古屋大学 口腔外科学）

教育講演（2）

6 月 13 日（水） 11：00 − 11：30

第 4 会場

我が国における再生医療実現化に必要なこと：大型実験動物モデルの
構築
演者 : 小林 英司（自治医科大学

先端医療技術開発センター）

座長 : 脇谷 滋之（武庫川女子大学 健康スポーツ科学部）

教育講演（3）

6 月 13 日（水） 11：00 − 11：30

第 5 会場

細胞外マトリックスの多様性と幹細胞ニッチ
演者 : 関口 清俊（大阪大学 蛋白質研究所）
座長 : 吉川 秀樹（大阪大学 整形外科学）

教育講演（4）

6 月 13 日（水） 11：00 − 11：30

第 6 会場

再生医療と医療経済

演者 : 田倉 智之（大阪大学 医療 経済産業政策学）
座長 : 江上 美芽（東京女子医科大学 先端生命医科学研究所）

教育講演（5）

6 月 13 日（水） 15：00 − 15：30

第 4 会場

再生医療と社会をつなぐ人文学・生命倫理
演者 : 加藤 和人（大阪大学 医の倫理と公共政策学）
座長 : 鈴木 茂彦（京都大学 形成外科学）
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特
別
演
題

プレナリーセッション 1

6 月 12 日（火） 13：00 − 15：00

第 1 会場

iPS 細胞、ES 細胞の臨床応用化への道のり
〜臨床応用の高いハードルを乗り越えるためには？〜

座長 : 中畑 龍俊（京都大学 iPS 細胞研究所 臨床応用研究部門 疾患再現研究分野）
小室 一成（大阪大学 循環器内科学）

PS-1-1

iPS 細胞由来網膜細胞の移植治療
高橋 政代（理化学研究所 発生・再生科学総合研究センター 網膜再生医療研究プロジェクト）

PS-1-2

iPS 細胞、ES 細胞の臨床応用化への道のり
〜臨床応用の高いハードルを乗り越えるためには〜
梅澤 明弘（国立成育医療センター）

PS-1-3

メタボローム解析を利用した心筋細胞と多能性幹細胞の分離精製法の開発
福田 恵一（慶應義塾大学 循環器科）

PS-1-4

角膜再生医療の実現化への挑戦
西田 幸二（大阪大学 眼科学）

PS-1-5

iPS/ES 細胞を用いたパーキンソン病治療
高橋 淳（京都大学再生医科学研究所 /iPS 細胞研究所）

プレナリーセッション 2

6 月 13 日（水） 15：00 − 17：00

第 1 会場

幹細胞 reprogramming の現状と展望

座長 : 中辻 憲夫（京都大学 物質― 細胞統合システム拠点（iCeMS) ,
京都大学再生医科学研究所 発生分化研究分野）
中内 啓光（東京大学 医科学研究所 幹細胞治療研究センター 幹細胞治療分野）

PS-2-1

Sall は心臓前駆細胞必須因子として全心臓細胞系譜を制御する
森田 唯加（東京大学 理学系研究科）

PS-2-2

心筋直接リプログラミング法による心臓再生
家田 真樹（慶應義塾大学 臨床分子循環器病学・循環器内科）

PS-2-3

特定因子による皮膚細胞から肝細胞への直接転換
鈴木 淳史（九州大学 生体防御医学研究所 器官発生再生学分野）

PS-2-4

ヒト ES/iPS 細胞の細胞治療と創薬応用に向けた研究開発：化合物による幹細胞制御と
大量培養システムの技術開発
中辻 憲夫（京都大学 物質―細胞統合システム拠点 (iCeMs), 京都大学再生医科学研究所
発生分化研究分野）

PS-2-5

ヒト多能性幹細胞が抱える不具合について
高橋 和利（京都大学 iPS 細胞研究所）
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プレナリーセッション 3

6 月 14 日（木） 14：45 − 16：45

第 1 会場

再生医療の臨床はどこまで進んでいる？

座長 : 越智 光夫（広島大学 整形外科学）
高橋 政代（理化学研究所 発生・再生科学総合研究センター 網膜再生医療研究チーム）

PS-3-1

軟骨の再生医療
越智 光夫（広島大学 整形外科学）

PS-3-2

肝硬変症に対する次世代型骨髄由来細胞を用いた肝臓修復再生療法の開発
坂井田 功（山口大学 消化器病態内科学）

PS-3-3

重症心不全における細胞シートを用いたトランスレーショナルリサーチ
宮川 繁（大阪大学 心臓血管外科）

PS-3-4

脳血管障害患者に対する再生医療の現状とその未来像
田口 明彦（先端医療振興財団 再生医療研究部）

PS-3-5

関節軟骨再生医療の世界における現状と将来展望
中村 憲正（大阪大学 臨床医工学融合研究教育センター , 大阪保健医療大学 保健医療
学部）

プレナリーセッション 4

6 月 14 日（木） 15：30 − 17：30

第 2 会場

組織工学の妙技〜匠が創る組織・臓器〜

座長 : 赤池 敏宏（東京工業大学 生命理工学研究科再生医工学 バイオマテリアル設計）
田畑 泰彦（京都大学再生医科学研究所 生体組織工学研究部門 生体材料学分野）

PS-4-1

骨軟骨再生に向けた同一ヒト検体脂肪由来 MSC と骨髄由来 MSC の検討
中山 功一（佐賀大学 工学系研究院 先端融合医工学）

PS-4-2

細胞ブロックによる 3 次元組織構築
竹内 昌治（東京大学 生産技術研究所 , JST・ER ATO）

PS-4-3

臓器創生に向けた基盤技術の確立〜血管網付与によるスケールアップ〜
清水 達也（東京女子医科大学 先端生命医科学研究所）

PS-4-4

多能性幹細胞を用いた機能的なヒト臓器の創出
武部 貴則（横浜市立大学 臓器再生医学）

PS-4-5

ES/iPS 細胞用まな板（Cooking ー Plate）
の設計による肝細胞分化の高効率誘導と肝組織化
赤池 敏宏（東京工業大学 生命理工学研究科再生医工学 バイオマテリアル設計）

PS-4-6

組織工学が拓く再生治療と再生研究の世界
田畑 泰彦（京都大学再生医科学研究所 生体組織工学研究部門 生体材料学分野）
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シンポジウム 1

6 月 12 日（火） 13：00 − 15：00

第 2 会場

体内誘導型再生治療
〜組織修復のメカニズムは再生医療に貢献するか？〜

座長 : 上田 実（名古屋大学 口腔外科学）
高戸 毅（東京大学 顎口腔外科学）

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

SY-1-1

患者の体内で自家移植用臓器を作製し，移植後急速な再生組織構築を誘導する『生体
内組織形成技術』の開発
神田 圭一（京都府立医科大学 心臓血管外科）

SY-1-2

合成低分子化合物による内因性増殖因子発現誘導と循環器疾患の治療への応用
佐田 政隆（徳島大学 ヘルスバイオサイエンス研究部 循環器内科学分野）

SY-1-3

損傷組織と骨髄細胞のクロストークを利用した体内再生誘導医療開発
玉井 克人（大阪大学 再生誘導医学）

SY-1-4

少量の細胞により生体内で自己組 織の再生を促す自律成熟型関節再生デバイスの
研究開発
星 和人（東京大学 ティッシュエンジニアリング 部 顎口腔外科・歯科矯正歯科）

SY-1-5

乳歯歯髄幹細胞由来成長因子を用いた脳梗塞治療の可能性
服部 宇（名古屋大学 頭頸部・感覚器外科学）
共催：小野薬品工業株式会社

シンポジウム 2

6 月 13 日（水） 09：00 − 11：00

歯科領域の再生医療

第 2 会場

座長 : 朝比奈 泉（長崎大学 顎・口腔再生外科学）
村上 伸也（大阪大学 口腔分子免疫制御学）

SY-2-1

上皮細胞と幹細胞の相互作用によるエナメル芽細胞、象牙芽細胞分化
福本 敏（東北大学 小児発達歯科学分野）

SY-2-2

細胞治療による唾液腺再生療法に関する基礎的研究
住田 吉慶（長崎大学 顎・口腔再生外科学）

SY-2-3

幹細胞由来成長因子により内在性幹細胞を誘導する新規骨・歯周組織再生医療
片桐 渉（名古屋大学 頭頸部・感覚器外科学）

SY-2-4

Periodontal Tissue Engineering の将来展望
― サイトカイン療法と細胞移植治療の融合を目指して ―
村上 伸也（大阪大学 口腔分子免疫制御学）

SY-2-5

自己培養歯根膜細胞シートを用いた歯周組織の再建
岩田 隆紀（東京女子医科大学 先端生命医科学研究所）

再生医療

日本再生医療学科雑誌

VOL.11 suppl 2012

シンポジウム 3

6 月 13 日（水） 09：00 −11：00

第 3 会場

アログラフトは再生医療の起爆剤となるか？

座長 : 大串 始（産業技術総合研究所 健康工学研究部門 , 大隈病院整形外科）
宮川 周士（大阪大学 小児成育外科・臓器移植科）

SY-3-1

再生医療におけるアログラフト（同種移植）
大串 始（産業技術総合研究所 健康工学研究部門 , 大隈病院整形外科）

SY-3-2

NKT 細胞̶新しい免疫療法の標的
谷口 克（理化学研究所免疫・アレルギー科学総合研究センター）

SY-3-3

膵島移植の現況と展望
野口 洋文（岡山大学 消化器外科学）

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

SY-3-4

低ホスファターゼ症に対する骨髄移植併用同種間葉系幹細胞移植
竹谷 健（島根大学 輸血部）

SY-3-5

産業化の観点からみた自家細胞製品と同種細胞製品
畠 賢一郎（株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング）

SY-3-6

骨髄由来間葉系幹細胞（MSC）を用いた GVHD 抑制を目指した同種細胞治療
萩屋 道雄（日本ケミカルリサーチ株式会社）
共催：アステラス製薬株式会社

シンポジウム 4

6 月 13 日（水） 09：00 −11：00

第 4 会場

細胞シートの世界〜細胞シート技術臨床応用化への道のり〜

座長 : 西田 幸二（大阪大学 眼科学）
大和 雅之（東京女子医科大学 先端生命医科学研究所 組織工学・幹細胞生物学）

SY-4-1

自家培養口腔粘膜上皮細胞シート移植
大家 義則（大阪大学 眼科学）

SY-4-2

心不全に対する細胞シート治療の新展開
鎌田 創吉（大阪大学 心臓血管外科）

SY-4-3

細胞シート技術臨床応用化への道のり〜食道再生医療への展望〜
大木 岳志（東京女子医科大学 消化器外科 , 東京女子医科大学 先端生命医科学研究所）

SY-4-4

細胞シートによる関節治療を目指した臨床研究
佐藤 正人（東海大学 整形外科学 , 東海大学 セルプロセッシング 室）

SY-4-5

難治性中耳炎に対する粘膜上皮細胞シート移植
濱 孝憲（東京慈恵会医科大学 耳鼻咽喉科）

―心病態応じた細胞ソースの選択―

共催：株式会社セルシード
再生医療

日本再生医療学科雑誌

VOL.11 suppl 2012

シンポジウム 5

6 月 14 日（木） 15：30 − 17：30

第 3 会場

臓器再生の名脇役達
〜血管再生と炎症・間質組織の生理学的および病理学的役割〜

座長 : 浅原 孝之（東海大学 再生医学部門 基盤診療学系再生医療科学）
渡部 徹郎（東京大学 病因・病理学専攻 分子病理学）

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

SY-5-1

血管成熟化過程におけるアクセサリー細胞の役割
高倉 伸幸（大阪大学 微生物病研究所）

SY-5-2

血管内皮間葉分化転換 (EndMT) における TGF- βシグナルの役割
渡部 徹郎（東京大学 病因・病理学専攻 分子病理学）

SY-5-3

臓器再生のための血管再生メカニズム
浅原 孝之（東海大学 再生医学部門 基盤診療学系再生医療科学）

SY-5-4

骨格筋の修復と再生におけるアンジオテンシン II 受容体シグナルの多面的役割
赤澤 宏（大阪大学 循環器内科学）

SY-5-5

線維肝の再生における骨髄と肝臓の臓器相関
稲垣 豊（東海大学 再生医療科学）
共催：NPO 法人 血管医学研究推進機構 Angiogenesis Medicine Forum
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パネルディスカッション 1

幹・前駆細胞の品質管理

6 月 12 日（火） 13：00 − 15：00

第 3 会場

座長 : 松山 晃文（先端医療振興財団 再生医療開発支援部）
片倉 健男（国立医薬品食品衛生研究所 生物薬品部）

PD-1-1

再生医療製剤の品質管理とレギュラトリーサイエンス
大倉 華雪（先端医療振興財団 再生医療開発支援部）

PD-1-2

ヒト多能性幹細胞加工製品の製造における造腫瘍性評価
佐藤 陽治（国立医薬品食品衛生研究所 遺伝子細胞医薬部）

PD-1-3

細胞形態の客観的解析のための細胞認識手法
加藤 竜司（名古屋大学 創薬科学研究科）

PD-1-4

自家細胞・組織を用いた再生医療製品の品質管理
井家 益和（株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング）

PD-1-5

アカデミアの再生医療製品臨床研究における品質管理の実際
名井 陽（大阪大学 未来医療センター）

パネルディスカッション 2

6 月 12 日（火） 15：30 − 17：30

脳神経再生の最前線

第 3 会場

座長 : 吉峰 俊樹（大阪大学 脳神経外科）
伊達 勲（岡山大学 脳神経外科）

PD-2-1

脳梗塞をターゲットとした骨髄間質細胞移植
ー新たな培養・移植・イメージング技術による展開ー
黒田 敏（北海道大学 脳神経外科）

PD-2-2

血管新生 micro RNA による脊髄再生
宇治郷 論（広島大学 整形外科学）

PD-2-3

慢性期脊髄損傷に対する自己嗅粘膜移植術̶臨床研究結果
大西 諭一郎（大阪大学 脳神経外科）

PD-2-4

Parkinson 病の遺伝子治療
村松 慎一（自治医科大学 神経内科）

PD-2-5

電気刺激療法と再生：神経新生をめざして
亀田 雅博（岡山大学 脳神経外科 , Queensland Brain Institute, The University of
Queensland）
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パネルディスカッション 3

6 月 12 日（火） 15：30 − 17：30

第 4 会場

心血管領域の再生医療の up to date

座長 : 福田 恵一（慶應義塾大学 循環器内科）
濱野 公一（山口大学 器官制御医科学）

PD-3-1

新しい心血管再生治療戦略開発向けた多面的アプローチ
山下 潤（京都大学再生医科学研究所 /iPS 細胞研究所）

PD-3-2

iPS 細胞由来心筋前駆細胞シートによる重症心不全治療の縦断的開発
福嶌 五月（大阪大学 心臓血管外科）

PD-3-3

心嚢内視鏡による低侵襲再生医療
木村 雄弘（慶應義塾大学 循環器内科）

PD-3-4

細胞シート工学を用いた ES/iPS 細胞由来心臓組織構築
松浦 勝久（東京女子医科大学 先端生命医科学研究所）

PD-3-5

骨髄由来 CD34 陽性細胞移植による血管再生治療の臨床開発
川本 篤彦（先端医療センター 再生治療ユニット／血管再生科）

パネルディスカッション 4

6 月 13 日（水） 15：00 − 17：00

Challenge for Innovation
〜日本発の再生医療の普及に向けて〜

第 3 会場

座長 : 浅野 武夫（内閣官房 医療イノベーション推進室 ）
大和 雅之（東京女子医科大学 先端生命医科学研究所 組織工学・幹細胞生物学）

【パネリスト】
1）大和 雅之（東京女子医科大学 先端生命医科学研究所）
2）森尾 友宏（東京医科歯科大学 発生発達病態学分野 / 細胞治療センター）
3）佐藤 陽治（国立医薬品食品衛生研究所 遺伝子細胞医薬部）
4）横山 周史（株式会社リプロセル）
5）鮫島 正（テルモ株式会社 研究開発本部）
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【ディスカッション】
板倉 康洋（文部科学省 ライフサイエンス課）
佐原 康之（厚生労働省 研究開発振興課）
江崎 禎英（経済産業省 生物化学産業課）
【ファシリテータ】
浅野 武夫（内閣官房 医療イノベーション推進室）
共催：一般社団法人再生医療イノベーションフォーラム

パネルディスカッション 5

6 月 14 日（木） 15：30 − 17：30

第 4 会場

再生医療に貢献する新技術

座長 : 出澤 真理（東北大学 細胞組織学分野）
梅澤 明弘（国立成育医療研究センター 生殖・細胞医療研究部）

PD-5-1

心筋細胞の可塑性を判断する病理学的臨床指標の開発
朝野 仁裕（大阪大学 循環器内科学）

PD-5-2

人工染色体ベクターを用いた新規血友病 A 遺伝子治療法の開発
矢倉 裕奈（鳥取大学 遺伝子機能工学）

PD-5-3

ヒト ES/iPS 細胞での再生医療の課題を克服する独自のアデノウイルスベクターと発現技
術の開発
小戝 健一郎（鹿児島大学 遺伝子治療・再生医学）

PD-5-4

柔軟性のある細胞・組織製造システム
紀ノ岡 正博（大阪大学 生命先端工学）

PD-5-5

生体分子イメージングでみる免疫・炎症・再生細胞のクロストーク
西村 智（東京大学 循環器内科 , システム疾患生命科学による先端医療技術開発拠点）

PD-5-6

miRNA の関節疾患への関与と運動器修復への応用
味八木 茂（広島大学 整形外科学 , 広島大学 再生医療部）
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International Symposium

6 月 12 日（火） 13：00 − 15：00

第 4 会場

若手研究者育成国際シンポジウム
〜 Present and future scope of cardiovascular tissue
engineering 〜
基調講演

13：10 − 13：40

Cardiovascular Tissue Engineering

演者 : A xel Haverich（Division of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Hannover Medical
School)
座長 : Ken Suzuki（Queen Mary University of London)
13：40 − 14：40

D e cellul a rize d ao r tic h eat valve: d e cellu l a riz atio n
technology, in vivo feasibility, and in vitro assessment of
blood compatibility

講演 -1 : Kiyotaka Iwasaki（Center for Advanced Biomedical Sciences, Waseda University)

Development of Cardiovascular Tissues by In Body Tissue
Architecture Technology

イ
シン
ンタ
ポナ
ジシ
ウ
ムナ
ル

講演 -2 : Yasuhide Nakayama（National Cerebral and Cardiovascular Center Research
Institute）

Tissue engineered valve ﬁrst clinical results

講演 -3 : Thomas Breymann（Division of Pediatric Cardiac Surgery, Department of Cardiothoracic,
Transplantation, and Vascular Surgery, Hannover Medical School）
座長 : Ken Suzuki（Queen Mary University of London)
Masamichi Ono（Hannover Medical School)

特別講演

14：40 − 14：55

A Prospective, Controlled, Randomized, Double-Blinded Study
of Autolo-gous Bone-Marrow Cell Transplantation During
Coronary Surgery

演者 : Ari Harjula（Thoracic and Cardiovascular Surgery, Department of Clinical Medicine,
Helsinki University, Faculty of Medicine）

座長 : Masamichi Ono（Hannover Medical School)
共催：日本学術振興会・先端研究拠点事業
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Satellite workshop

6 月 14 日（木） 14：45 − 17：10 第 5 会場

Regulatory perspective on cell/tissue‒based products in a
global framework
〜再生細胞治療における非臨床試験・品質管理の考え方〜

座長 : 西川 伸一（先端医療振興財団 再生医療研究開発部門）
早川 堯夫（近畿大学 薬学総合研究所）
SW-1

Development of Human Embryonic Stem Cell Based Therapeutics for the
Treatment of Degenerative Diseases
Jane S Lebkowski（Regenerative Patch Technolog y）

SW-2

Regulatory and Scientiﬁc Considerations for Cellular and Tissue-based
Therapies
Steven Bauer（Division of Cellular and Gene Therapies Oﬃce of Cellular,
Tissue and Gene Therapies）

SW-3

Quality and nonclinical aspects of Cell-based Medicinal Products - from a
European regulator´s perspective
Matthias Renner（Paul- Ehrlich-Institute）
共催：文部科学省 再生医療の実現化ハイウェイ
ワ

サ
クテ
シラ
イ
ト
プ
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若手研究奨励賞受賞者講演（YIA）

6 月 12 日（火） 15：30 − 17：30

第 5 会場

座長 : 高橋 政代（理化学研究所 発生・再生科学総合研究センター 網膜再生医療研究チーム）
（基礎研究部門）

受
賞若
者手
講研
究
演
︵奨
Y励
I
A賞

YIA-1

A cluster of adult kidney stem/progenitor cell s reconstitutes the
3-dimensional nephron structure in vitro
喜多村 真治（岡山大学 腎臓・糖尿病・内分泌内科）

YIA-2

ヒト ES 細胞 /iPS 細胞のステロイド産生細胞への分化誘導法の開発
園山 拓洋（京都大学 内分泌代謝内科）

YIA-3

エラスチン様ポリペプチドハイドロゲルからなる小口径人工血管の開発
馬原 淳（国立循環器病研究センター研究所 生体医工学部）

YIA-4

組織再生を促進する自家足場材料の開発
呂 宏旭（物質・材料研究機構 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点（WPI- M ANA）・
生体組織再生材料ユニット）

YIA-5

Signiﬁcance of Remyelination by neural stem/progenitor cells transplanted
into the injured spinal cord
安田 明正（慶應義塾大学 整形外科学）

YIA-6

Mouse and human pluripotent stem cell-engineered cell sheets reassembled with deﬁned cardiovascular populations ameliorate reduction in
infarct heart function through cardiomyocyte-mediated neovascularization
升本 英利（京都大学 iPS 細胞研究所（CiR A）増殖分化機構研究部門 , 京都大学 心臓
血管外科）

（臨床応用研究部門）
YIA-7

Disease characterization using LQTS speciﬁc induced pluripotent stem cells
江頭 徹（慶應義塾大学 循環器内科）

YIA-8

細胞シート工学を用いた新規軟骨再生誘導剤による膝関節再生法の開発
矢野 文子（東京大学 外科学専攻 感覚・運動機能医学）

YIA-9

脊髄損傷における歯髄幹細胞の多面的神経再生効果
酒井 陽（名古屋大学 頭頸部・感覚器外科学）

YIA-10

臨床応用に向けた iPS 細胞由来網膜色素上皮細胞シートの機能と安全性
鎌尾 浩行（理化学研究所 網膜再生医療研究開発プロジェクト）

YIA-11

ヒト耳介軟骨膜由来幹 / 前駆細胞を用いた弾性軟骨再構築法の開発
武部 貴則（横浜市立大学 臓器再生医学）

︶
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一般演題（口演）01

歯・歯周組織

6 月 12 日（火） 13：00 − 14：00

第 5 会場

座長：和泉 雄一（東京医科歯科大学 歯周病学分野）

01-1

虚血環境モデルとしての重度低酸素培養条件がヒト歯根膜由来細胞の生存、可塑性、
分化に与える影響について
川崎 貴子（長崎大学 展開医療科学 顎・口腔再生外科学）

01-2

ヒト歯根膜細胞の骨芽細胞分化における WNT 関連遺伝子発現
山田 梓（東京医科歯科大学 歯周病学分野）

01-3

幹細胞培養上清由来成長因子を用いた新規歯槽骨・歯周組織再生療法
犬飼 丈晴（名古屋大学 歯科口腔外科）

01-4

脂肪組織由来未分化間葉系幹細胞を用いた新規歯周組織再生療法の開発
沢田 啓吾（大阪大学 口腔治療科）

01-5

高分子バイオマテリアルによるヒト歯根膜細胞の接着、増殖および機能発現の制御
北上 恵理香（山形大学 理工学研究科 バイオ化学工学）

01-6

歯牙再生に向けた BMP7 を用いた歯の大きさの制御
斎藤 和幸（京都大学 感覚運動系外科学 口腔外科学分野）

一般演題（口演）02

組織工学（１）

6 月 12 日（火） 14：00 − 15：00

第 5 会場

座長：中村 真人（富山大学 生命工学科 生体システム医工学研究室）

02-1

細胞シート工学を用いた血友病に対する新規遺伝子細胞治療法の開発
渡辺 夏巳（東京女子医科大学 先端生命医科学研究所）

02-2

酸素透過性材料を用いた厚いシート状肝・膵島組織の作成
酒井 康行（東京大学 生産技術研究所）

02-3

培地・酸素供給の変化に応じた細胞シートの代謝変動特性
加川 友己（早稲田大学 ナノ理工学研究機構）

02-4

共培養技術に基づく重層化肝細胞シートの開発
堺 裕輔（長崎大学 移植・消化器外科）

口
演

02-5

器官再生による機能的な唾液腺の再生
小川 美帆（株式会社オーガンテクノロジーズ）

02-6

成体腎臓幹 / 前駆細胞を使用した腎臓再構築の機能解析：尿細管機能を中心に
喜多村 真治（岡山大学 腎・免疫・内分泌代謝内科学）
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一般演題（口演）03

6 月 12 日（火） 13：00 − 14：00

皮膚（１）

座長：森本 尚樹（関西医科大学 形成外科）

03-1

Wnt-10b による毛乳頭細胞の機能維持
王寺 幸輝（奈良県立医科大学 病原体・感染防御医学）

03-2

上皮幹細胞と前駆細胞を区別する新たな分子マーカーの発見
鈴木 大介（University of Pennsylvania, Institute for Regenerative Medicine）

03-3

毛包の機能的再生 (I) 再生毛包原基の高密度皮内移植による同所的毛髪再生医療モデ
ルの開発
金山 達哉（東京理科大学 生物工学科）

03-4

毛包の機能的再生 (II) 再生毛包の皮膚内移植による毛包の機能的再生
浅川 杏祐（東京理科大学 生物工学科）

03-5

毛包の機能的再生 (III) 成体皮膚内における毛包と神経接続の自律的再生機能
岩楯 綾子（東京理科大学 生物工学科）

03-6

毛包の機能的再生 (IV) 再生毛包原基の皮膚内移植により再生した毛包と神経・筋接続
の選択的再生
石橋 菜央子（東京理科大学 生物工学科）

一般演題（口演）04

皮膚（2 ）

口
演

第 6 会場

6 月 12 日（火） 14：00 − 15：00

第 6 会場

座長：黒柳 能光（北里大学医療衛生学部 人工皮膚研究開発センター）

04-1

血管およびリンパ管様ネットワークを有する皮膚モデルの構築
松崎 典弥（大阪大学 工学研究科）

04-2

ヒアルロン酸とコラーゲンを基材とした EGF およびビタミン C 誘導体含有創傷被覆材
の開発
新山 勇人（北里大学医療衛生学部 人工皮膚研究開発センター）

04-3

分子間架橋ヒアルロン酸を基材とした治癒促進物質含有創傷被覆材の設計
山本 昭子（北里大学医療衛生学部 人工皮膚研究開発センター）

04-4

コラーゲンビトリゲル薄膜を利用した新規創部被覆剤の開発
青木 茂久（佐賀大学 病因病態科学）

04-5

ヒト毛包を有するヒト化皮膚モデルマウスを利用した毛包真皮細胞移植による毛包再生
法の開発研究
山尾 美香留（株式会社フェニックスバイオ）

再生医療

日本再生医療学科雑誌

VOL.11 suppl 2012

04-6

ヒト臍帯由来間葉系幹細胞による創傷治癒促進効果の検討
匠原 龍太郎（名古屋大学 頭頸部・感覚器外科学）

一般演題（口演）05

iPS 細胞（1）

6 月 12 日（火） 15：00 − 16：00

第 6 会場

座長：花園 豊（自治医科大学 分子病態治療研究センター 再生医学研究部）

05-1

iPS 細胞の早期・効率的取得を目指したキャピラリー等電点電気泳動法
上 大介（京都府立医科大学 人工臓器・心臓移植再生医学）

05-2

iPS 細胞培養手技標準化のためのコロニー形態評価モデル
加藤 竜司（名古屋大学 創薬科学研究科）

05-3

増殖型アデノウイルスベクターを用いた安全なヒト ES/iPS 細胞治療の開発
三井 薫（鹿児島大学）

05-4

ヒト iPS 細胞由来網膜色素上皮細胞中に残存する未分化細胞の in vitro 高感度検出法
の開発と評価
黒田 拓也（国立医薬品食品衛生研究所 遺伝子細胞医薬部・先端医療振興財団再生医
療基盤研究グループ）

05-5

ハイドロゲルマイクロカプセル中におけるマウス iPS 細胞の増殖・未分化維持能評価
堀口 一樹（東京大学 生産技術研究所）

05-6

血管内皮細胞による血管平滑筋増殖抑制の機序：動脈狭窄症の新規治療開発に向けて
中原 正子（国立国際医療研究センター研究所 疾患制御研究部）

一般演題（口演）06

iPS 細胞（２）

6 月 12 日（火） 16：00 − 16：50

第 6 会場

座長：高橋 淳（京都大学 iPS 細胞研究所 増殖分化機構研究部門）

06-1

Zscan4 はマウス iPS の作製早期に着床前期胚特異的な遺伝子を活性化する
平田 哲也（東京大学 産婦人科）

06-2

Activin A を主体とするヒト iPS 細胞の無フィーダー培地の開発
富澤 稔（下志津病院 消化器内科）

口

06-3

熱可逆性ハイドロゲル培養によるヒト iPS 細胞の epigenetic memory の安定化
菱川 慶一（東京大学 先端腎臓再生医学）

06-4

ヒト ES 細胞、iPS 細胞の総合的なグライコーム解析
篠原 康郎（北海道大学 先端生命複合糖質機能化学）

06-5

iPS コロニー形態情報解析による細胞評価法
加藤 竜司（名古屋大学 創薬科学研究科）

再生医療

日本再生医療学科雑誌

VOL.11 suppl 2012

演

一般演題（口演）07

6 月 12 日（火） 17：00 − 18：00

組織工学（２）

座長：清水 達也（東京女子医科大学 先端生命医科学研究所）

07-1

三次元スキャフォルドによるハイブリッド型人工臓器の開発
幡多 徳彦（東京電機大学 フロンティア共同研究センター）

07-2

体内光照射によるバイオチューブ形成：周辺組織の力学的強度に及ぼす照射強度の影響
大家 智憲（国立循環器病研究センター研究所 生体医工学部 , 新幹工業株式会社）

07-3

人工材料及び線維芽細胞を用いた喉頭の再生
野本 幸男（福島県立医科大学 耳鼻咽喉科）

07-4

生体吸収性ポリマーシートを用いた膀胱壁の再生
岡田 克也（埼玉医科大学国際医療センター 消化器外科）

07-5

ヒアルロン酸とコラーゲンを基材とした EGF 含有癒着防止膜の治癒促進効果：培養系
創傷面モデル評価
大前 美月（北里大学 人工皮膚研究開発センター）

07-6

培養細胞評価のための多点照明法を用いた明視野観察システムの開発
野口 展士（東京電機大学 先端科学技術研究科）

一般演題（口演）08

6 月 12 日（火） 13：00 − 13：50

視覚・聴覚（１）

口
演

第 2 会場

第 7 会場

座長：榛村 重人（慶應義塾大学 眼科学）

08-1

ウサギ角膜上皮幹細胞疲弊症モデルにおける結膜上皮細胞の分化転換と基底膜の構成
再編
亀石 統子（早稲田大学 先進理工学研究科 生命理工学専攻 , 東京女子医科大学 先端生
命医科学研究所）

08-2

内耳幹細胞の分離及びその分化能の解析
若岡 敬紀（岐阜大学 耳鼻咽喉科）

08-3

分化誘導した虹彩由来網膜幹／前駆細胞の生理学的機能評価
山本 直樹（藤田保健衛生大学 共同利用研究施設 分子生物学・組織化学）

08-4

ヒト鼻粘膜を用いた中耳疾患に対する再生医療の検討
濱 孝憲（東京慈恵会医科大学 耳鼻咽喉科）

08-5

ヒト臨床試験のための培養口腔粘膜上皮細胞シートの輸送技術開発
大家 義則（大阪大学 眼科学）
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一般演題（口演）09

6 月 12 日（火） 13：50 − 14：40

視覚・聴覚（２）

第 7 会場

座長：木下 茂（京都府立医科大学 眼科学）

09-1

自家培養角膜上皮の製品開発におけるウサギへの移植試験法の検討
諏訪 裕子（株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング）

09-2

生体適合性架橋剤を用いた角膜実質再生治療法の開発
相馬 剛至（大阪大学 眼科学）

09-3

再生涙腺の発生と移植後の生着評価
平山 雅敏（慶應義塾大学 眼科学）

09-4

角膜内皮障害に対する選択的 Rho キナーゼ阻害剤点眼の有用性の検討
奥村 直毅（同志社大学 生命医科学部 医工学科 , 京都府立医科大学 眼科）

09-5

霊長類水疱性角膜症モデルを用いた培養角膜内皮細胞注入治療の開発
小泉 範子（同志社大学 生命医科学部 医工学科 , 京都府立医科大学 視覚機能再生外科学）

一般演題（口演）10

血管（１）

6 月 12 日（火） 14：40 ̶ 15：50

第 7 会場

座長：小山 博之（東京大学 ティッシュ・エンジニアリング 部血管再生医療）

10-1

生体組織の微細密度分布観察法の開発：血管を例に
森脇 健司（国立循環器病研究センター研究所 生体医工学部 , 北海道大学 総合科学専攻）

10-2

血管新生療法における治療効率の追求−適切な治療ターゲットを選択することの重要性−
西山 綾子（東京大学 血管外科）

10-3

当院における慢性末梢動脈閉塞症に対する血管再生治療の検討
圷 尚武（国立病院機構 千葉東病院 外科）

10-4

Cilostazol によるリンパ管新生とリンパ浮腫における有効性
記村 貴之（国立国際医療研究センター研究所 細胞組織再生医学研究部 , 東京大学
皮膚科学）

10-5

内皮細胞接着ペプチドにより表面修飾した脱細胞小口径人工血管の開存性評価
馬原 淳（国立循環器病研究センター研究所 生体医工学部）

10-6

多層化心筋細胞シートへの血管導入技術の検討
坂口 勝久（早稲田大学 理工学研究所）

10-7

脳動脈瘤治療用カバードステントの開発：大開孔化による血管内膜再生の促進
中山 泰秀（国立循環器病研究センター 医工学材料研究室）

再生医療

日本再生医療学科雑誌

VOL.11 suppl 2012

口
演

一般演題（口演）11

6 月 12 日（火） 15：50 − 17：00

血管（２）

座長：鈴木 洋（昭和大学藤が丘病院 循環器内科）

11-1

CD11b 陽性細胞に由来する VEGF-C が誘導したマウス虚血肢改善効果
桑原 豪（福岡大学 心臓血管外科・再生・移植医学）

11-2

in situ 血管内皮前駆細胞捕捉・分化誘導バイオインターフェイスの開発：接着細胞への
シェアストレスの影響
鈴木 芳典（金沢工業大学 ゲノム生物工学研究所）

11-3

抗血栓性材料表面における血管内皮細胞の接着性と機能発現の評価
佐藤 千香子（山形大学 理工学研究科）

11-4

高張塩脱細胞化法による再生型小口径血管の開発と評価
榊原 俊介（神戸大学 形成外科）

11-5

Platelet Rich Fibrin(PRF) の血管新生促進作用
小林 美登（新潟大学 歯科基礎移植・再生学分野）

11-6

肝細胞との共培養が血管内皮細胞の三次元ネットワーク形成に与える影響
須藤 亮（慶應義塾大学 システムデザイン工学科）

11-7

全身性硬化症による難治性潰瘍に対する再生医療の試み
高木 元（日本医科大学）

一般演題（口演）12

6 月 12 日（火） 13：00 − 14：00

細胞培養

口
演

第 7 会場

第 8 会場

座長：許 南浩（岡山大学 細胞生物学部門）

12-1

IL-1 レセプターアンタゴニスト添加による重層扁平上皮細胞シート作製の効率化
近藤 誠（早稲田大学 先進理工学研究科 , 東京女子医科大学 先端生命医科学研究所）

12-2

電気化学を利用したオンデマンド細胞脱離技術
福田 淳二（筑波大学 数理物質）

12-3

移植用細胞培養中における未分化 iPS 細胞およびガン細胞の位相差による非侵襲的識別
高木 睦（北海道大学 生物機能高分子部門）

12-4

酸素透過性三次元細胞培養器の開発
穴田 貴久（東北大学 顎口腔機能創建学分野）

12-5

多孔性バイオセラミックスに対する細胞侵入性評価法の開発と国際標準化
廣瀬 志弘（産業技術総合研究所 ヒューマンライフテクノロジー研究部門）

12-6

微小空間における流体操作を応用した多能性幹細胞の時空間分化誘導
川田 治良（東京大学 生産技術研究所）
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一般演題（口演）13

細胞シート

6 月 12 日（火） 14：00 − 14：50

第 8 会場

座長：松浦 勝久（東京女子医科大学 先端生命医科学研究所）

13-1

培養自家骨膜細胞シートを用いた歯槽骨再生臨床試験〜骨形成と骨吸収の協調的な活
性化〜
永田 昌毅（新潟大学 顎顔面外科分野）

13-2

生体骨膜により近似した培養骨膜シートの作成を目指した幹細胞用培地でのアプローチ
上松 晃也（新潟大学 顎顔面外科分野 , 歯科基礎移植・再生学分野）

13-3

皮下膵島組織作製による糖尿病治療− 300 日の観察
花山 寛之（福島県立医科大学 臓器再生外科学 , 東京女子医科大学 先端生命医科学研究所）

13-4

ヒト型ラミニンを介した単層培養によるヒト膵島シートの開発
山下 信吾（東京女子医科大学 先端生命医科学研究所）

13-5

マウス胎児由来心筋細胞シートを用いたチューブ状三次元組織の構築
鶴山 晋平（早稲田大学 先進理工学研究科 生命理工学専攻 , 東京女子医科大学 先端生
命医科学研究所）

一般演題（口演）14

間葉系幹細胞（１）

6 月 12 日（火） 15：00 − 16：00

第 8 会場

座長：汐田 剛史（鳥取大学 遺伝子医療学）

14-1

成人ヒト間葉系細胞に内在する多分化能細胞の探索
黒田 康勝（東北大学 細胞組織学分野）

14-2

プラナリア幹細胞特異的抗体を用いたヒト多能性幹細胞特異的因子の探索
明石 英雄（東北大学 細胞組織学分野）

14-3

骨髄由来間葉系幹細胞の画像情報解析による劣化度評価
佐々木 寛人（名古屋大学 工学研究科）

14-4

肝硬変に対する有機 - 無機・ナノハイブリッドシステムによる低侵襲再生修復療法の開
発のための基礎研究
高見 太郎（山口大学 消化器病態内科学）

14-5

ヒト歯乳頭由来幹細胞（DEPC）の硬組織誘導における血清濃度の検討
前田 雅彦（奈良県立医科大学 口腔外科学 , 田北病院 歯科口腔外科）

14-6

細胞治療と血液凝固―MSC が有する向凝固活性
大橋 一夫（東京女子医科大学 先端生命医科学研究所）
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一般演題（口演）15

6 月 12 日（火） 16：00 − 17：00

間葉系幹細胞（２）

第 8 会場

座長：山原 研一（国立循環器病研究センター研究所 再生医療部）

15-1

間葉系幹細胞画像の情報解析による細胞状態分類法の有効性
佐々木 寛人（名古屋大学 工学研究科）

15-2

ヒト間葉系幹細胞の肝細胞分化誘導に有用な新規の低分子化合物の検討
松本 則子（鳥取大学 遺伝子医療学）

15-3

新規低分子化合物による新鮮骨髄間葉系幹細胞の肝細胞への分化誘導
松見 吉朗（鳥取大学 遺伝子医療学）

15-4

胎生組織ニッチ法による成体幹細胞誘導型臓器再生手技の開発
横尾 隆（東京慈恵会医科大学 腎臓高血圧内科）

15-5

幹細胞培養上清由来成長因子による骨再生能の検討
大杉 将嗣（名古屋大学 頭頸部・感覚器外科学）

15-6

骨髄に由来する間葉系幹細胞シート移植による血管新生についての検討
常 徳華（東京女子医科大学 先端生命医科研究所）

一般演題（口演）16

6 月 13 日（水） 15：30 − 16：40

第 4 会場

組織工学（３）

座長：星 和人（東京大学 ティッシュエンジニアリング 部 顎口腔外科・歯科矯正歯科 軟骨・骨再生医療）
16-1

厚みのある移植用細胞構造体（細胞＋足場）中での内部細胞生存と血管誘導
岩澤 玲子（富士フイルム株式会社 医薬品・ヘルスケア研究所）

16-2

機能性材料としての脱細胞化臓器由来可溶化マトリックスの開発
中村 晋太郎（九州大学 化学工学部門）

16-3

異方性細胞シートの積層化による三次元組織の配向性制御
高橋 宏信（東京女子医科大学 先端生命医科学研究所）

16-4

ES 細胞由来心筋細胞シートへの血管網導入の試み
増田 信奈子（東京女子医科大学 先端生命医科学研究所）

16-5

新規血管床を用いた血管付き三次元組織の構築
車 陽介（テルモ株式会社）

16-6

正常および炎症ヒト血管モデルの構造と薬物透過性評価への応用
松崎 典弥（大阪大学 工学研究科）

16-7

生体内組織形成術：自分の移植物を自分の体内で作れる新技術
中山 泰秀（国立循環器病研究センター 医工学材料研究室）

口
演
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一般演題（口演）17

心臓（１）

6 月 13 日（水） 09：00 − 10：00

第 5 会場

座長：神田 圭一（京都府立医科大学 心臓血管外科）

17-1

バイオバルブ心臓弁の生体外機能・耐久性評価
中山 泰秀（国立循環器病研究センター 医工学材料研究室）

17-2

生体内組織形成術による自己組織ステントバルブの開発：ビーグル犬肺動脈への移植
船山 麻理菜（日本大学 獣医内科 , 国立循環器病研究センター 医工学材料研究室）

17-3

PGI2 アゴニスト (ONO1301) 含有 atelocollagen sheet による拡張型心筋症の心室
リモデリング抑制作用の検討
石丸 和彦（大阪大学 心臓血管外科）

17-4

心筋梗塞後左室リモデリングにおける温度応答性生分解性ゲルの治療効果
染川 将太（国立循環器病研究センター 生体医工学部 , 京都工芸繊維大学）

17-5

ラット梗塞モデルに対する筋芽細胞シート移植における大網同時移植の役割
甲斐沼 尚（大阪大学 心臓血管外科）

17-6

バイオバルブ心臓弁の生体内形成過程のカプセル内視鏡観察
中山 泰秀（国立循環器病研究センター 医工学材料研究室）

一般演題（口演）18

心臓（２）

6 月 13 日（水） 10：00 − 11：00

第 5 会場

座長：藤田 淳（慶應義塾大学 循環器内科）

18-1

組織工学的に皮下で作成した心臓弁（Biovalve) の左心系自家移植による評価
武輪 能明（国立循環器病研究センター 研究所 人工臓器部）

18-2

心臓再生向上因子としてのクロマチン制御機構
中村 遼（東京大学 理学系研究科・分子細胞生物学研究所）

18-3

Wnt/β -catenin シグナルは心筋細胞分化過程における制御領域を支配する
野村 征太郎（東京大学 先端科学技術研究センター , 千葉大学 循環病態医科学）

18-4

微細加工技術による心筋組織工学の展開
佐々木 大輔（東京女子医科大学 先端生命医科学研究所）

18-5

生体外における再生心筋組織内への血管付与技術の開発
関根 秀一（東京女子医科大学 先端生命医科学研究所）

18-6

生体内組織形成技術による循環器系再生医療デバイスの開発
山南 将志（国立循環器病研究センター研究所 医工学材料研究室 , 京都府立医科大学
心臓血管外科学）

再生医療
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一般演題（口演）19

6 月 13 日（水） 15：30 − 16：10

軟骨・骨（１）

座長：関矢 一郎（東京医科歯科大学 軟骨再生学）

19-1

隔膜培養器と骨髄間葉系幹細胞を用いたスキャフォールドフリー軟骨様細胞シート作製
佐藤 康史（北海道大学 生物機能高分子部門）

19-2

PLGA block scaﬀold を用いた 3 次元培養軟骨の作製
山中 克之（株式会社ジーシー）

19-3

温度応答性ヒアルロン酸誘導体が組織工学軟骨の軟骨基質代謝に及ぼす効果
日裏 奈那（東京電機大学 理工学研究科 生命理工学専攻）

19-4

足場材料上における細胞凝集度の定量評価
大高 晋之（京都大学 工学研究科）

一般演題（口演）20

軟骨・骨（２）

第 5 会場

座長：牛田 多加志（東京大学附属疾患生命工学センター 再生医療工学部門）

20-1

軟骨再生に伴い発現するペリオスチンの機能解析と再生医療への導入検討
稲木 涼子（東京大学 軟骨・骨再生医療（富士ソフト）・顎口腔外科・歯科矯正歯科）

20-2

再生軟骨移植において軟骨細胞に発現する MIF の機能検討
藤原 夕子（東京大学 軟骨・骨再生医療（富士ソフト））

20-3

細径ＰＧＡを使用した大動物の耳介軟骨再生の長期結果について
伊谷 善仁（近畿大学 形成外科）

6 月 13 日（水） 09：00 − 09：50

神経（１）

演

〜 3 次元培養軟骨の評価〜

6 月 13 日（水） 16：10 − 16：40

一般演題（口演）21

口

第 5 会場

第 6 会場

座長：森 英樹（大阪府立大学 生物科学専攻 細胞科学分野）

21-1

脳脊髄内に移植した生体内分解性の３次元インテリジェント足場構造体の高解像度 3D
描出法の開発
小野寺 宏（JST- CREST）

21-2

マーモセットの MCAO モデルの作成と評価方法
井上 賢（慶應義塾大学 脳神経外科）

21-3

ラット脳への末梢血単核球移植後の動態評価：マンガン標識と MRI( 磁気共鳴画像 )
小高 謙一（放射線医学総合研究所 分子イメージング研究センター）

再生医療
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21-4

骨髄間質細胞移植は脳梗塞周囲の受容体機能を改善させる− 123I-iomazenil SPECT に
よる検討
齋藤 久泰（北海道大学 脳神経外科）

21-5

骨髄間質細胞移植は脳梗塞後の局所糖代謝を改善するー小動物用 PET/CT による検討
宮本 倫行（北海道大学 脳神経外科学分野）

一般演題（口演）22

神経（２）

6 月 13 日（水） 09：50 − 10：40

第 6 会場

座長：金村 米博（大阪医療センター 再生医療研究室）

22-1

成体ラット脊髄上衣細胞の分裂・移動様式の解明
北田 容章（東北大学 細胞組織学分野）

22-2

生体内分解性の３次元インテリジェント足場構造体を用いた脊髄損傷細胞移植治療
高島 健太（東北大学 発生発達神経科学分野・内部障害学分野 , JST- CREST）

22-3

七戸 秀夫（北海道大学 脳神経外科）

22-4

ポリ乳酸／人工細胞外マトリクス複合型機能性神経誘導管を用いた末梢神経再生
柿木 佐知朗（国立循環器病研究センター研究所 生体医工学部 , JST- CREST）

22-5

筋萎縮性側索硬化症モデルマウスにおける骨髄由来細胞の治療有用性の検討
寺島 智也（滋賀医科大学 内科学（糖尿病・腎臓・神経内科））

一般演題（口演）23

腎臓・泌尿器

6 月 13 日（水） 15：00 − 15：50

第 6 会場

座長：山本 徳則（名古屋大学 泌尿器科学）

23-1

補体 C3a-C3a 受容体系は腎間葉系細胞脱分化および上皮間葉化現象 (EMT) に関与する
福田 昇（日本大学 腎臓高血圧内分泌内科）

23-2

免疫性腎炎に対する脱分化成熟脂肪細胞 (DFAT) 移植による細胞療法の試み
丸山 高史（日本大学 内科学系腎臓高血圧内分泌内科学分野）

23-3

放射線照射によるラット排尿障害膀胱モデルを用いた骨髄由来細胞移植による機能的
な膀胱再生の試み
今村 哲也（信州大学 下部尿路医学）

23-4

腎虚血再灌流障害における他家卵膜由来間葉系幹細胞移植による病態改善メカニズム
の検討
津田 秀年（国立循環器病研究センター研究所 再生医療部 , 大阪大学 先端移植基盤医療学）

23-5

腹膜傷害からの腹膜再生における中皮細胞シートと単離細胞移植の比較
崎山 亮一（東京女子医科大学 臨床工学科・先端生命医科学研究所）
再生医療
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一般演題（口演）24

ES 細胞

6 月 13 日（水） 15：50 − 17：00

座長：森崎 隆幸（国立循環器病研究センター研究所 分子生物学部）

24-1

LacdiNAc 構造はナイーブ状態の多能性幹細胞の維持と誘導に重要である
佐々木 紀彦（創価大学 生命情報工学科）

24-2

ペプチド及びアミノ酸による幹細胞の分化制御とその応用性について
伊達 靖（日本メナード化粧品株式会社 総合研究所）

24-3

基底状態にあるマウス ES 細胞からの始原生殖細胞の分化誘導
福永 直人（近畿大学 生物理工学研究科 生物工学専攻）

24-4

ヒト多能性幹細胞由来不死化赤芽球株の樹立
廣瀬 正一（テルモ株式会社 研究開発本部 , 東京大学 医科学研究所 幹細胞治療研究センター）

24-5

多能性幹細胞を用いた新規心筋分化誘導低分子化合物の探索・同定
福島 弘之（京都大学 iPS 細胞研究所 増殖分化機構研究部門）

24-6

線維芽細胞の差異における ES 細胞由来心筋シートの機能解析
岩宮 貴紘 （東京女子医科大学 先端生命医科学研究所）

24-7

バイオリアクターを用いた ES 細胞由来心筋シートの作製
松浦 勝久（東京女子医科大学 先端生命医科学研究所）

一般演題（口演）25

6 月 13 日（水） 09：00 − 10：10

バイオマテリアル（１）

口
演

第 6 会場

第 7 会場

座長：山本 雅哉（京都大学再生医科学研究所 生体組織工学）

25-1

脱細胞化技術を用いた人工造血環境の構築
中村 奈緒子（東京医科歯科大学 生体材料工学研究所）

25-2

培養血管内皮細胞組織体の構造制御表面の作製：毛細血管網から凝集体まで
岩井 良輔（国立循環器病研究センター研究所 生体医工学部）

25-3

細胞成長因子をパターン化したコラーゲン多孔質足場材料の開発
陳 国平（物質・材料研究機構 M ANA 生体組織再生材料ユニット）

25-4

細胞集積法による毛細血管網モデルの構築とナノトキシコロジー評価への応用
松崎 典弥（大阪大学 工学研究科）

25-5

bFGF 徐放酵素合成アミロースゲル中への細胞浸潤と血管新生誘導
谷原 正夫（奈良先端科学技術大学院大学 物質創成科学研究科）

25-6

血管内皮細胞層による微小組織体ラッピング法の開発
境 慎司（大阪大学 基礎工学研究科）

25-7

コラーゲンビトリゲルを用いた再生医療技術の開発
青木 茂久（佐賀大学 病因病態科学）

再生医療
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一般演題（口演）26

6 月 13 日（水） 10：10 − 11：20

消化器

第 7 会場

座長：中島 祥介（奈良県立医科大学 消化器・総合外科学）

26-1

培養自家表皮細胞シート移植による食道全周 ESD 後の狭窄予防に関する動物モデル研究
金井 信雄（東京女子医科大学 先端生命医科学研究所）

26-2

経内視鏡的細胞シート移植術の大腸への試み
須佐 真由子（東京女子医科大学 消化器外科）

26-3

腹膜細胞シートの開発と術後腸管癒着モデルにおける癒着防止効果の検討
川西 邦夫（東京女子医科大学 第四内科）

26-4

徐放化 bFGF ゼラチンシートを用いた腸管吻合部創傷治癒促進効果の検討
平井 健次郎（京都大学 消化管外科・再生医科学研究所 生体組織工学研究部門 生体材
料学分野）

26-5

肛門機能を再生させる新たな治療法の開発
西澤 祐吏（京都大学再生医科学研究所 臓器再建応用分野 , 香川大学 消化器外科）

26-6

肝 X 線照射と再生刺激を用いた移植細胞による肝組織構築
ー低侵襲化と前駆細胞の検討 ー
山之内 孝彰（長崎大学 移植消化器外科）

26-7

食道内視鏡的切除 (ER) 後の狭窄に対する経内視鏡的口腔粘膜上皮細胞シート移植の
臨床応用
大木 岳志（東京女子医科大学 消化器外科・先端生命医科学研究所）

一般演題（口演）27

6 月 13 日（水） 15：00 − 16：00

第 7 会場

バイオマテリアル（２）

座長：木村 剛（東京医科歯科大学 生体材料工学研究所 物質医工学）

27-1

感温性カチオン性ホモポリマーを用いた吸着遺伝子導入法の導入効率の高効率化
岩井 良輔（国立循環器病研究センター研究所 生体医工学部）

27-2

自己組織化オリゴペプチドを用いた細胞脱離
掛川 貴弘（筑波大学 数理物質）

27-3

炭酸アパタイト PLGA 複合フォームの創製
石川 邦夫（九州大学 生体材料学分野）

27-4

低弾性アクリル系ブロック共重合体を用いた細胞培養フィルム
守本 祐司（防衛医科大学校 分子生体制御学）

27-5

Copper-free click chemistry を用いた医用 in situ 架橋ゲルの創製
高橋 彬（東京大学 化学システム工学科）

27-6

高分子ナノ薄膜を用いた細胞表面のカチオン化による細胞の高機能化
松崎 典弥（大阪大学 工学研究科）
再生医療
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一般演題（口演）28

6 月 13 日（水） 16：00 − 17：00

バイオマテリアル（３）

座長：櫛引 俊宏（防衛医科大学校）

28-1

骨形成因子を含浸した糖応答性ゼラチンハイドロゲル微粒子を用いた細胞凝集体の作製
山本 雅哉（京都大学再生医科学研究所）

28-2

Polyion Complex Gel of Poly(Pro-Hyp-Gly)/Chitosan for Injectable and CellImplantable Scaﬀold
Kusumastuti Yuni（奈良先端科学技術大学院大学 物質創成科学研究科）

28-3

移植用三次元細胞培養システム：オリゴ糖酸化物架橋コラーゲンゲルの開発
上村 渉（東京大学附属病院 ティッシュ・エンジニアリング 部 血管再生医療 , 物質・材
料研究機構ナノバイオ分野生体機能材料ユニット複合化生体材料グループ）

28-4

再生医療への応用を指向したブタ由来アテロコラーゲンビトリゲル膜の作製基盤技術の
開発
押方 歩（農業生物資源研究所）

28-5

再生促進型医療機器表面改質のための細胞選択的ペプチドの網羅的探索
蟹江 慧（名古屋大学 創薬科学研究科・工学研究科）

28-6

物理的伸展による温度応答性細胞培養表面の表面物性の変化
秋山 義勝（東京女子医科大学 先端生命医科学研究所・グローバル COE プログラム）

一般演題（口演）29

6 月 13 日（水） 09：00 − 10：00

肝臓（１）

第 8 会場

座長：大橋 一夫（東京女子医科大学 先端生命医科学研究所）

29-1

中空糸型人工肝臓装置内での ES 細胞の肝分化誘導と動物実験による性能評価
網本 直記（九州大学 化学工学部門）

29-2

Multi-layered Hepatocy te Co - culture Systems Based on Cell Sheet
Engineering
金 京淑（東京女子医科大学 先端生命医科学研究所）

29-3

脱細胞化肝を用いた臓器規模の血管網構築と肝組織工学への応用
白木川 奈菜（九州大学 工学研究院 , 日本学術振興会特別研究員 DC）

29-4

細胞包埋機能性ゲル充填多孔質基材の皮下移植による肝組織構築
井嶋 博之（九州大学 化学工学部門）

29-5

シヌソイド様構造を有する肝細胞スフェロイドの構築
小島 伸彦（東京大学 生産技術研究所 , BEANS プロジェクト Life BEANS センター）

29-6

肝細胞索を模倣した複合肝組織体の作製
鵜頭 理恵（東京女子医科大学 先端生命医科学研究所）

口
演

第 7 会場
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一般演題（口演）30

肝臓（２）

6 月 13 日（水） 10：00 − 11：10

第 8 会場

座長：坂井田 功（山口大学 消化器病態内科学）

30-1

肝硬変に対する自己骨髄細胞投与 (ABMi ) 療法における肝発癌への影響の基礎的検討
高見 太郎（山口大学 消化器病態内科学）

30-2

肝臓の発生過程における胆管上皮細胞の肝細胞分化能の変化
谷水 直樹（札幌医科大学 フロンティア医学研究所）

30-3

健常者における肝部分切除後の血清中増殖因子変化と肝再生
三宅 康広（岡山大学病院 消化器内科）

30-4

MEK-ERK シグナル経路による cdk インヒビターを介した肝幹・前駆細胞の増殖制御機構
紙谷 聡英（東海大学 創造科学技術研究機構）

30-5

骨髄細胞に由来する新たな肝線維化改善・再生促進因子の同定と臨床応用
住吉 秀明（東海大学 再生医療科学）

30-6

ヒト iPS 細胞を用いた in vitro で長期増殖可能な肝幹・前駆細胞様細胞培養系の構築
柳田 絢加（東京大学 医科学研究所 幹細胞治療分野）

30-7

ヒト間葉系幹細胞由来治療用細胞シートの開発と急性肝障害への有効性の検討
松本 則子（鳥取大学 遺伝子医療学部門）

一般演題（口演）31

軟骨・骨（３）

6 月 13 日（水） 15：00 − 16：00

第 8 会場

座長：名井 陽（大阪大学 未来医療センター）

31-1

CD271 は骨芽細胞様細胞の分化を促進する
秋山 祐子（日本大学 歯科矯正科）

31-2

sFRP-3 は骨髄由来間葉系幹細胞を用いた骨再生において骨形成能を上昇させる
河合 孝真（名古屋大学 頭頸部・感覚器外科学 顎顔面外科学）

31-3

骨再生における骨髄濃縮液と末梢血 PRP の有効性の比較検討
梅林 真由美（長崎大学 顎口腔再生外科）

口

31-4

濃縮非培養自己骨髄細胞とβ -TCP を用いた異所性骨誘導能の検討
丸川 恵理子（東京医科歯科大学）

31-5

骨髄間質細胞由来の培養上清由来成長因子を付着させた骨再生誘導膜有用性の検討
原 憲史（名古屋大学 頭頸部・感覚器外科学）

31-6

骨髄由来間葉系幹細胞の画像情報解析による骨分化度予測
加藤 竜司（名古屋大学 創薬科学研究科）
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一般演題（口演）32

軟骨・骨（４）

6 月 13 日（水） 16：00 − 17：00

座長：春日井 昇平（東京医科歯科大学 インプラント・口腔再生医学分野）

32-1

より効率的な骨髄内骨髄移植法の開発 ― マグネット・ビーズを用いて ―
足立 靖（豊岡病院 臨床病理科）

32-2

コラーゲン /β -TCP 複合系 scaﬀold を用いた間葉系幹細胞培養系における細胞外マト
リックス形成機構
東藤 貢（九州大学 応用力学研究所）

32-3

細胞シートを用いた注入型骨移植による偽関節治療
清水 隆昌（奈良県立医科大学 整形外科）

32-4

Simvatatin 局所除放による前十字靭帯再建術後の移植腱
− 骨孔間の成熟促進効果について
岡 真也（神戸大学 整形外科）

32-5

当科において骨髄由来間葉系幹細胞を用いた骨再生法を施行された症例の長期経過と
自家骨移植法との比較
吉見 涼子（名古屋大学 頭頸部・感覚器外科学）

32-6

ヒト培養自己骨髄間葉系細胞移植を併用した上顎洞底挙上術の歯科インプラント治療へ
の臨床応用
上松 隆司（松本歯科大学 口腔顎顔面外科学）

一般演題（口演）33

6 月 14 日（木） 15：30 − 16：30

iPS 細胞（３）

口
演

第 8 会場

第 6 会場

座長：高橋 和利（京都大学 iPS 細胞研究所）

33-1

ヒト誘導肝幹細胞の特徴解析と肝分化
石川 哲也（国立がん研究センター 研究所）

33-2

ICF 症候群（DNA メチル化異常症）患者末梢血からの iPS 細胞の樹立と血球分化
安井 裕（東京大学 医科学研究所 幹細胞治療分野）

33-3

ヒト多能性幹細胞（hESC/hiPSC）からの機能的褐色脂肪細胞の作製
西尾 美和子（国立国際医療研究センター研究所 疾患制御研究部）

33-4

転写因子を用いた効率的なヒト iPS 細胞からの骨格筋細胞誘導法の確立
田中 章仁（京都大学 iPS 細胞研究所 , 名古屋大学 分子細胞免疫学）

33-5

サイトカイン濃度勾配による iPS 細胞から骨芽細胞系細胞への分化誘導
宮本 諭（大阪大学 器官制御外科学（整形外科））

33-6

ヒト iPS 細胞の浮遊培養法および心筋細胞への分化誘導法の検討
原口 裕次（東京女子医科大学 先端生命医科学研究所）

再生医療
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一般演題（口演）34

iPS 細胞（４）

6 月 14 日（木） 16：30 − 17：20

第 6 会場

座長：家田 真樹（慶應義塾大学 循環器内科）

34-1

サル iPS 細胞による神経分化誘導：自家移植モデルを目指して
森実 飛鳥（京都大学再生医科学研究所 生体修復応用分野・iPS 細胞研究所 CiR A）

34-2

iPS 細胞由来網膜色素上皮細胞の免疫原性
鎌尾 浩行（理化学研究所 網膜再生医療研究チーム）

34-3

Clinical applications of patient autologous iPSCs in the treatment of chronic
granulomatous disease.
Lin Huan-Ting（Inst Med Sci, Univ of Tokyo）

34-4

T 細胞由来 iPS 細胞と T 細胞の分化誘導
西村 聡修（東京大学医科学研究所 幹細胞治療研究センター 幹細胞治療研究分野）

34-5

ラット心筋梗塞モデルへのヒト iPS 細胞由来心臓組織シート移植による心機能回復効果
升本 英利（京都大学 iPS 細胞研究所）

一般演題（口演）35

バイオマテリアル（４）

6 月 14 日（木） 15：30 − 16：30

第 7 会場

座長：齋藤 充弘（大阪大学 未来医療センター）

35-1

魚ウロココラーゲンによるヒト間葉系幹細胞の骨分化誘導効果
植村 寿公（産業技術総合研究所 ナノシステム研究部門）

35-2

フィブロイン上の細胞間接着が軟骨組織形成に及ぼす影響
高橋 和也（京都大学 工学研究科）

35-3

細胞密度分布が細胞凝集挙動に及ぼす影響の評価方法の提案
一色 健司（京都大学 工学部 物理工学科）

35-4

生体吸収性を有する無機バイオマテリアルにおける破骨細胞の吸収特性
中村 美穂（東京医科歯科大学 生体材料工学研究所）

35-5

一軸連通孔構造を持つハイドロキシアパタイト材料内の新生骨と骨髄組織の再生とリモ
デリング
坂根 正孝（筑波大学 整形外科）

35-6

皮質骨造成に対するリン酸オクタカルシウム / ヒアルロン酸複合体の効果
鈴木 堅太郎（東北大学 整形外科・顎口腔機能創建）
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口
演

一般演題（口演）36

6 月 14 日（木） 16：30 − 17：30

第 7 会場

バイオマテリアル（５）

座長：荏原 充宏（物質・材料研究機構 生体材料センター , 大阪大学 未来医療センター）

36-1

生体吸収性ハイドロゲルからの難水溶性ピオグリタゾンの徐放とマクロファージ性質変化
佐藤 圭祐（京都大学）

36-2

マクロファージ遊走活性因子を徐放するゼラチンハイドロゲルの作製
村上 政広（京都大学再生医科学研究所）

36-3

脂肪組織の脱細胞による生体親和性の高い Scaﬀold 作成の試み
佐野 仁美（日本医科大学 形成外科）

36-4

抗体固定化温度応答性培養表面を用いた細胞初期接着能の促進
小林 純（東京女子医科大学 先端生命医科学研究所）

36-5

三次元構造を有する肝組織モデルの構築と構造および機能の制御
松崎 典弥（大阪大学 工学研究科）

36-6

ブタ小腸粘膜下層 (SIS) によるイヌ小腸壁の再生
中尾 光宏（山口大学 消化器・腫瘍外科）

一般演題（口演）37

6 月 14 日（木） 15：30 − 16：30

第 8 会場

組織幹細胞

座長：秋丸 裕司（先端医療振興財団 先端医療センター研究所 血管再生研究グループ）

口

37-1

マウス下肢虚血モデルでの血管新生および骨髄幹細胞の動態制御における熱ショック転
写因子 HSF1 の役割
久保 正幸（山口大学 器官病態外科学）

37-2

生体内造血機構における MT1-MMP の機能解析
西田 知恵美（東京大学 医科学研究所 幹細胞治療研究センター , 日本学術振興会特別
研究員）

37-3

マウスの脳性麻痺疾患モデルの樹立及び臍帯血幹細胞を用いた治療法開発の試み
沈 淵（高知大学 先端医療学推進センター）

37-4

肺上皮細胞の Cell Therapy への可能性
− Clara cell speciﬁc protein 発現細胞は、治療に応用できるか−
松本 桂太郎（長崎大学 腫瘍外科）

37-5

角膜シートの経時的な複合糖質プロファイリングによる状態評価
藤谷 直樹（北海道大学 先端生命 複合糖質機能化学）

37-6

心筋再生における細胞ソースの選択、細胞品質およびデリバリ方法の改善方策
李 桃生（長崎大学 幹細胞生物学）

演
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一般演題（口演）38

脂肪幹細胞

6 月 14 日（木） 16：30 − 17：30

第 8 会場

座長：松本 太郎 ( 日本大学 機能形態学系 細胞再生・移植医学分野）

38-1

ヒト脂肪由来幹細胞と前立腺癌における細胞接触条件下における相互作用
―抗腫瘍効果の可能性―
山本 徳則（名古屋大学 泌尿器科）

38-2

細胞移植によって誘発される骨髄細胞の遊走作用について
服部 秀美（防衛医科大学校 防衛医学研究センター 医療工学研究部門）

38-3

脂肪組織由来幹細胞全身投与による全身および腎虚血病変のバイオ分子イメージング
山本 徳則（名古屋大学 泌尿器科）

38-4

脱分化脂肪細胞 (DFAT) の造血幹細胞生着促進効果に関する検討
小高 美奈子（日本大学 小児科学系小児科学分野）

38-5

マウス急性 GVHD モデルに対する脱分化脂肪細胞 (DFAT) 移植の治療効果
村井 健美（日本大学 小児科学系小児科学分野・先端医学系細胞再生・移植医学分野）

38-6

腹圧性尿失禁症例に対する自己脂肪組織由来幹細胞傍尿道周囲注入臨床研究
山本 徳則（名古屋大学 泌尿器科）

口
演

再生医療

日本再生医療学科雑誌

VOL.11 suppl 2012

一般演題（ポスター）A-1

ES 細胞（１）

6 月 12 日（火） 17：30 − 18：00

ポスター会場

座長：江良 択実（熊本大学 発生医学研究所 幹細胞誘導分野）

A-1-01

Klf5 による多能性幹細胞の発生制御機構
浅見 拓哉（筑波大学 解剖学・発生学研究室）

A-1-02

ウサギ胚性幹細胞より誘導された間葉系幹細胞由来スキャフォールドフリー三次元人工
組織の形成と軟骨分化
森口 悠（大阪大学 整形外科学）

A-1-03

マウス ES 細胞由来運動神経細胞と骨格筋細胞の生体外共培養方法における運動神経
細胞の動態
川端 佑果（名古屋大学）

A-1-04

Klf5 による ES 細胞の未分化性維持機構
松本 健（筑波大学 人間総合科学研究科解剖学発生学）

A-1-05

マウス ES 細胞からの生殖細胞誘導の試み
竹原 俊幸（近畿大学 高度先端総合医療センター 再生医療部）

A-1-06

マウス胚性幹細胞の不均一性における転写因子 Klf の役割
全 孝静（筑波大学 人間総合科学研究科 解剖学発生学）

一般演題（ポスター）A-2

iPS 細胞（１）

6 月 12 日（火） 17：30 − 18：00

ポスター会場

座長：吉田 善紀（京都大学 iPS 細胞研究所）

A-2-07

ヒト脂肪組織由来幹細胞による iPS 細胞へのフィーダー効果について
阪上 未紀（大阪大学 生体機能補完医学）

A-2-08

ヒト多能性幹細胞評価系としての異種間キメラ胚 in vitro 発生系開発
正木 英樹（JST ER ATO 中内幹細胞制御プロジェクト , 東京大学 医科学研究所 幹細胞
治療分野）

A-2-09

セリシンを利用したガラス化保存液のヒト iPS 細胞に対する有効性
寺田 聡（福井大学 工学研究科 生物応用化学専攻）

A-2-10

臨床応用のためのヒト多能性幹細胞由来のドーパミン神経細胞純化方法の検討
土井 大輔（京都大学再生医科学研究所 生体修復応用分野・iPS 細胞研究所）

A-2-11

ROCK inhibitor（Y-27632）の存在がヒト iPS 細胞の胚様体形成に及ぼす影響
矢崎 こゆき（山梨大学 医学工学総合研究部）

再生医療
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一般演題（ポスター）A-3

癌幹細胞

6 月 12 日（火） 17：30 − 18：00

ポスター会場

座長：檜山 英三（広島大学 自然科学研究支援開発センター）

A-3-12

がん発生・増殖における骨髄由来幹細胞の役割
古泉 友丈（昭和大学 消化器・一般外科）

A-3-13

独自開発の増殖型アデノウイルスベクターで癌幹細胞は効果的に治療できる
田上 聖徳（鹿児島大学 遺伝子治療・再生医学分野 / 腫瘍学 消化器・乳腺甲状腺外科
学分野）

A-3-14

膵幹細胞を起点とした膵発癌プロセスの細胞系譜的解析
関根 圭輔（横浜市立大学 臓器再生医学）

A-3-15

ES、iPS 細胞における未分化調節機構 Nodal-Lefty 系のヒト肝癌細胞における調節機構
齋藤 暁子（東京歯科大学 生化学）

A-3-16

Cancer stem cell marker of ovarian carcinoma
王 芳（富山大学 再生医学）

一般演題（ポスター）A-4

脂肪幹細胞

6 月 12 日（火） 17：30 − 18：00

ポスター会場

座長：大倉 華雪（先端医療振興財団 再生医薬開発支援部）

A-4-17

ヒト成熟脂肪細胞に由来する脱分化脂肪細胞 DFAT の形質解析
風間 智彦（日本大学 先端医学系細胞再生・移植医学分野）

A-4-18

脂肪組織由来間質細胞 (ASC) の一部は神経堤由来である
素輪 善弘（京都府立医科大学 形成外科）

A-4-19

ヒト頬脂肪由来幹細胞を細胞源とした唾液腺再生療法に関する検討
川上 未有希（日本歯科大学 口腔外科学・生命歯学部 NDU 生命科学）

A-4-20

がん細胞馴化培地によるヒト間葉系幹細胞の脂肪細胞分化制御
平野 雄（北九州市立大学 国際環境工学部）

A-4-21

脱分化脂肪細胞 (DFAT) の炎症性腸疾患モデルマウスに対する移植効果の検討
石岡 茂樹（日本大学 小児・乳腺内分泌外科）

A-4-22

ブレオマイシン肺障害ラットモデルに対する脂肪幹細胞静脈投与による治療効果の検討
宇治 正人（京都大学再生医科学研究所 臓器再建応用分野）
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一般演題（ポスター）A-5

組織幹細胞（１）

6 月 12 日（火） 17：30 − 18：00

ポスター会場

座長：大津 真（東京大学医科学研究所 幹細胞治療研究センター）

A-5-23

臍帯動脈 p75NTR 陽性細胞の形質解析
手塚 里奈（日本大学 小児科学系小児科学分野）

A-5-24

糖尿病における骨髄幹細胞の分化異常
−TNF- αの発現とヒストンデアセチラーゼについて −
樫 美和子（滋賀医科大学 生化学分子生物学 分子遺伝医学）

A-5-25

マウス神経幹細胞 / 前駆細胞の増殖と分化に対する重金属イオンの影響
森 英樹（大阪府立大学 理学系研究科）

A-5-26

マウス小腸腺管の分離培養方法の培養効率向上のための検討
田邊 裕貴（旭川医科大学 消化器血液腫瘍制御内科学分野）

A-5-27

毛包内の神経堤由来細胞による象牙芽細胞分化誘導
森澤 絵里（昭和大学 口腔生化学・歯科補綴学）

A-5-28

マイクロパターン化表面によるヒト間葉系幹細胞の伸展制御とその分化に与える影響
川添 直輝（物質・材料研究機構 MANA 生体組織再生材料ユニット）

一般演題（ポスター）A-6

その他（１）

6 月 12 日（火） 17：30 − 18：00

ポスター会場

座長：鎌田 創吉（大阪大学 心臓血管外科）

A-6-29

細胞への遺伝子導入に与える培養基材の影響
上田 真澄（京都大学再生医科学研究所 生体材料学分野）

A-6-30

II 型肺胞上皮を用いた肺再生・保護療法を目指した基礎研究
坂入 祐一（千葉大学 呼吸器病態外科学）

A-6-31

加齢黄斑変性に対する自家 iPS 細胞由来網膜色素上皮 (RPE) 細胞シート移植に関する
臨床研究プロトコル
平見 恭彦（先端医療センター病院 眼科）

A-6-32

エレクトロポレーションにより抗原を導入した樹状細胞は高い抗原提示能および抗腫瘍
効果を示す
長岡 孝治（株式会社メディネット 先端医科学研究所）

A-6-33

FGF1 の構造安定化による放射線障害小腸の再生について
中山 文明（放射線医学総合研究所 先端粒子線生物研究プログラム）

A-6-34

医療機関に最適化させたＧＭＰ対応の体制構築の実際
浜地 裕樹（テラ株式会社）
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一般演題（ポスター）A-7

バイオマテリアル（１）

6 月 12 日（火） 17：30 − 18：00

ポスター会場

座長：有馬 祐介（京都大学 再生医科学研究所）

A-7-35

生理的な環境で利用できるゼラチンビトリゲル膜の開発
竹澤 俊明（農業生物資源研究所）

A-7-36

FGF-2 徐放ドラッグデリバリーシステムによる脳血管新生療法
伊藤 嘉朗（筑波大学 脳神経外科）

A-7-37

ダブル in situ 架橋を可能にするフィブリン―ヒアルロン酸クリックハイドロゲルの創製
須原 宜史（東京大学 化学システム工学専攻）

A-7-38

シンバスタチン徐放性生体吸収性ファイバーによる骨欠損に対する骨再生効果の検討
和田垣 龍（名古屋大学 顎顔面外科学）

A-7-39

乳酸オリゴマーグラフトゼラチンを用いた疎水性低分子薬物の水可溶化とハイドロゲル
からの徐放
堀江 理恵（京都大学再生医科学研究所 生体材料分野・耳鼻咽喉頭頚部外科）

一般演題（ポスター）A-8

骨（１）

6 月 12 日（火） 17：30 − 18：00

ポスター会場

座長：名井 陽（大阪大学 未来医療センター）

A-8-40

再生医療のための骨組織形成 −ヒト脂肪組織由来幹細胞を細胞源として−
大山 晃弘（日本歯科大学 NDU 生命科学）

A-8-41

Osteogenic characteristics of rat BM SCs isolated from untreated,
hemolyzed, or Ficoll-treated marrow
山崎 美香（東京大学 医科学研究所 先端医療研究センター 分子療法分野 組織工学研
究グループ）

A-8-42

持続的な TGF- β 1 は IGF-1 分泌を抑制し骨芽細胞分化を阻害する
落合 宏美（東京歯科大学 生化学・口腔科学研究センター hrc8）

A-8-43

吸収期間の異なる scaﬀold を用いて得られた形成期間の異なる異所性骨の骨・骨髄量
の比較
重光 勇介（株式会社ジーシー）

A-8-44

bFGF 徐放化 HA/ ゼラチン複合体による骨再生
浅野 一成（日本歯科大学 口腔外科学）

A-8-45

骨再生を誘導する多血小板血漿徐放化ゼラチンハイドロゲルの作製
松井 誠（京都大学再生医科学研究所 生体材料学分野）
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一般演題（ポスター）B-1

6 月 12 日（火） 18：00 − 18：30

ES 細胞（２）

ポスター会場

座長：日高 京子（北九州市立大学 基盤教育センター）

B-1-46

MiR-145 を用いたヒト ES 細胞由来血管平滑筋細胞分化の誘導
山原 研一（国立循環器病研究センター研究所 再生医療部）

B-1-47

PKC シグナルを操作することによる ES 細胞から膵外分泌細胞の分化誘導
永井 美圭（株式会社ブルボン）

B-1-48

マウス ES 細胞からの neural crest 前駆細胞分化誘導の試み
南野 友希（大阪歯科大学 口腔外科学第二 , 大阪大学微生物病研究所 細胞機能分野）

B-1-49

マウス ES 細胞由来神経前駆細胞／運動神経細胞に対する電気刺激の効果
小林 麻美（名古屋大学）

B-1-50

ヒト ES 細胞を用いた神経系誘導培養系における Ahr アゴニストの効果
大迫 誠一郎（東京大学 疾患生命工学センター）

B-1-51

低酸素培養によるウサギ ES 細胞からの間葉系幹細胞の分化誘導
寺村 岳士（近畿大学 高度先端総合医療センター 再生医療部）

一般演題（ポスター）B-2

iPS 細胞（２）

6 月 12 日（火） 18：00 − 18：30

ポスター会場

座長：辻 浩一郎（東京大学医科学研究所 幹細胞治療研究センター）

B-2-52

欠損持続発現型センダイウイルスベクター（SeVdp）を使ったヒト末梢血由来単球から
の iPS 細胞誘導
大高 真奈美（産業技術総合研究所 幹細胞工学研究センター）

B-2-53

メカニカルストレスは Rho/ROCK の活性化を介してヒト iPS 細胞の未分化性制御に関
与する
小野寺 勇太（近畿大学 高度先端総合医療センター 再生医療部）

B-2-54

Wnt シグナルによる iPS 細胞分化制御機構の解明
今岡 永喜（大阪大学 循環器内科学）

B-2-55

LC-MS を用いたヒト iPS 細胞に発現する新規糖鎖マーカーの探索
柴田 恵理（慶應義塾大学 理工学研究科 , 国立成育医療研究センター研究所）

B-2-56

薬剤誘導型発現ベクターを用いた SYT− SSX 融合遺伝子導入 iPS 細胞の樹立
福田 誠（京都大学再生医科学研究所 再生医学応用研究部門 組織再生応用分野）
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一般演題（ポスター）B-3

組織幹細胞（２）

6 月 12 日（火） 18：00 − 18：30

ポスター会場

座長：大根田 修（筑波大学 生命システム医学専攻）

B-3-57

嗅上皮の組織幹細胞である水平基底細胞の細胞系譜の解明
鈴木 淳（東北大学 発生発達神経科学分野・耳鼻咽喉・頭頚部外科）

B-3-58

放射線性の口腔内障害への骨髄由来幹細胞治療の検討
井 隆司（長崎大学 顎・口腔再生外科学）

B-3-59

アスコルビン酸 -2 リン酸（Asc-2P）によるヒト培養角膜内皮細胞の増殖促進作用機序
木本 美和（先端医療振興財団 先端医療センター研究所）

B-3-60

Immunosuppressive activity of amnion-derived cells
李 佳麗（富山大学 再生医学）

B-3-61

虚血性心筋症に対する心筋幹細胞シート移植及び血管内皮前駆細胞併用療法の有用性
の検討
鎌田 創吉（大阪大学 心臓血管外科）

B-3-62

骨格筋間質由来多能性幹細胞シートペレットを用いた損傷顔面神経の再生
齋藤 弘亮（東海大学 耳鼻咽喉科 ・頭頸部腫瘍センター）

一般演題（ポスター）B-4

6 月 12 日（火） 18：00 − 18：30

その他（２）

ポスター会場

座長：辻川 元一（大阪大学 眼科学）

B-4-63

子宮内膜再生に向けた子宮内膜障害モデルラットの作製
藏本吾郎（東京女子医科大学 産婦人科）

B-4-64

赤血球サイズのヘモグロビン含有マイクロゲルビーズの作製
竹田 朋恵（富山大学 物質生命システム工学専攻）

B-4-65

使い捨てマイクロ流路チップ上でのパルス流による無菌的ダメージレスセルソーター
藤村 祐（株式会社オンチップ・バイオテクノロジーズ）

B-4-66

細胞の生存、増殖、そして分化の制御におけるインテグリンシグナル
伊豫田 拓也（東京理科大学 薬学研究科・総合研究機構 DDS 研究センター）

B-4-67

ラットの反回神経麻痺に対する bFGF を徐放させた自家筋膜移植の検討（自家筋膜の
大きさと投与量）
永井 浩巳（大和市立病院 耳鼻咽喉科）

B-4-68

ビーグル犬における特殊架橋ゼラチンシートによる子宮の癒着防止効果の検討
鳥井 裕子（同志社大学 生命医科学研究科）
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一般演題（ポスター）B-5

6 月 12 日（火） 18：00 − 18：30

ポスター会場

バイオマテリアル（２）

座長：荏原 充宏（物質・材料研究機構 生体材料センター , 大阪大学 未来医療センター）

B-5-69

弱変性 collagen ﬁber scaﬀold の有用性について
中田 顕（京都大学再生医科学研究所 臓器再建応用分野）

B-5-70

生分解性高分子へのコラーゲン架橋と、これを用いた細胞培養
寺田 聡（福井大学 工学研究科 生物応用化学専攻）

B-5-71

ゼラチンスポンジを用いた骨髄間葉系幹細胞の分化培養による骨 / 軟骨界面構築の試み
齊藤 高志（京都大学再生医科学研究所）

B-5-72

軟骨細胞培養のためのケラチンスキャフォールド
澤田 和也（大阪成蹊短期大学 総合生活学科）

B-5-73

B-5-74

「弦状」に中空維持・配向化させたエレクトロスピン・コラーゲンファイバー足場での三
次元筋管形成誘導
田村 健一（早稲田大学）
DNA/ ポリカチオン複合体からなる透明フィルムへの細胞接着性と生体分解性
入江 昭仁（福岡歯科大学 口腔インプラント学分野）

一般演題（ポスター）B-6

6 月 12 日（火） 18：00 − 18：30

骨（２）

ポスター会場

座長：佐藤 正人（東海大学 整形外科学）

B-6-75

体外培養増幅ヒト骨髄由来 CD34 陽性細胞を用いた難治性骨折の新規治療法
川上 洋平（先端医療センター）

B-6-76

マウス由来脱分化脂肪細胞 (DFAT) による骨形成促進効果の検討
モデルを用いた評価
山田 知裕（日本大学 整形外科）

B-6-77

第 2 世代濃縮血小板を用いた骨再生
本田 博嗣（大阪大学 未来医療センター）

B-6-78

骨髄間葉系幹細胞の磁気ターゲティングによる骨癒合促進：in vivo イメージングを用
いた移植細胞の動態解析
児玉 祥（広島大学 整形外科学）

B-6-79

骨髄由来および臍帯由来間葉系細胞の骨形成能の比較検討
馬場 香子（武蔵野総合病院 形成外科）

B-6-80

ラット下腿骨欠損部修復過程の経時的観察 -micro-CT を用いた放射線学的評価検討 真下 貴之（日本大学 口腔外科）
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マウス大腿骨骨折

一般演題（ポスター）B-7

骨格筋

6 月 12 日（火） 18：00 − 18：30

ポスター会場

座長：玉木 哲朗（東海大学 再生医療科学）

B-7-81

骨格筋由来細胞の機能解析〜組織再生のメカニズム解明を目指して〜
伊勢岡 弘子（テルモ株式会社）

B-7-82

ヒト脂肪組織由来細胞移植の骨格筋再生効果
森 亮（広島大学 整形外科学）

B-7-83

骨格筋間質由来多能性幹細胞シートペレットを用いた筋腱移行部損傷再生
橋本 紘行（東海大学 整形外科学）

B-7-84

MYBPC2 はヒト骨格筋筋芽細胞の筋分化マーカーとなる
鈴木 孝昌（国立医薬品食品衛生研究所 遺伝子細胞医薬部）

B-7-85

三次元培養骨格筋における電気刺激応答の評価
高木 空（大阪工業大学 工学研究科 生体医工学専攻）

B-7-86

生体内組織再生における線溶系因子 PAI-1 の機能解明
田代 良彦（東京大学医科学研究所 幹細胞治療センター 幹細胞制御領域 , 順天堂大学
下部消化管外科）

一般演題（ポスター）B-8

心臓（１）

6 月 12 日（火） 18：00 − 18：30

ポスター会場

座長：李 桃生（長崎大学 幹細胞生物学研究分野）

B-8-87

P19CL6 細胞の心筋分化における好酸球由来塩基性タンパク質の役割
金 国良（岡山大学 自然科学研究科）

B-8-88

自己免疫性心筋炎モデルにおけるヘルパー T 細胞制御を介した他家卵膜由来間葉系幹
細胞移植による治療効果
大嶌 麻妃子（国立循環器病研究センタ― 研究所 再生医療部）

B-8-89

Cardiac Repair Following Myocardial Injury is Mediated by Notch1 Signaling
in Mesenchymal Stem Cells
Li Yuxin（日本大学）

B-8-90

ヒト右心耳由来心筋幹細胞の遺伝子導入による心筋分化誘導法
上 大介（京都府立医科大学 人工臓器・心臓移植再生医学）
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一般演題（ポスター）C-1

6 月 13 日（水） 14：00 − 14：30

iPS 細胞（３）

ポスター会場

座長：北畠 康司（大阪大学 小児科学）

C-1-01

低アルカリフォスファターゼ疾患患者からの iPS 細胞樹立と機能解析
小田 泰昭（産業技術総合研究所 組織・再生工学研究グループ）

C-1-02

Duchenne 型筋ジストロフィーの症候性キャリアからの iPS 細胞の樹立
西山 尚志（国立精神・神経医療研究センター 神経研究所 遺伝子疾患治療研究部）

C-1-03

XPA 疾患患者由来皮膚線維芽細胞からの iPS 細胞樹立
大西 弘恵（産業技術総合研究所 組織・再生工学研究グループ）

C-1-04

iPS 細胞を用いた難治性骨疾患への取り組み
松本 佳久（京都大学再生医科学研究所）

C-1-05

iPS 細胞を用いた CINCA 症候群の関節病変の解析
横山 宏司（京都大学再生医科学研究所）

C-1-06

先天性 QT 延長症候群患者由来 iPS 細胞の作製と解析
白吉 安昭（鳥取大学 再生医療学）

一般演題（ポスター）C-2

6 月 13 日（水） 14：00 − 14：30

ポスター会場

間葉系幹細胞（１）

座長：豊田 雅士（東京都健康長寿医療研究センター研究所 老年病研究チーム 血管医学研究）

C-2-07

ヒト頭蓋骨髄由来間質細胞の神経分化誘導
籬 拓郎（県立広島病院 脳神経外科）

C-2-08

細胞シート工学を応用した骨髄間質細胞直接移植による脳梗塞治療効果
伊東 雅基（北海道大学 脳神経外科）

C-2-09

脳梗塞をターゲットとした神経再生療法 ― ヒト血小板濃厚液と G-CSF を用いた骨髄
間質細胞の効率的な培養法
山内 朋裕（北海道大学 脳神経外科）

C-2-10

ラット骨髄間質細胞の移植による脊髄損傷への効果
中野 法彦（藍野大学 再生医療研究所）

C-2-11

外傷性脊髄損傷モデルラットに対する脂肪組織由来幹細胞移植の効果
太田 有紀（聖マリアンナ医科大学 薬理学・難病治療研究センター）

C-2-12

電気刺激を用いた，細胞移植に有効なマウス骨髄間質細胞の神経分化誘導法
松本 昌也（広島大学 保健学研究科）
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一般演題（ポスター）C-3

肝臓（１）

6 月 13 日（水） 14：00 − 14：30

ポスター会場

座長：寺井 崇二（山口大学 消化器病態内科学）

C-3-13

ICG（インドシアニングリーン）を用いた新規肝細胞検出・分離システムの開発
吉江 進（信州大学 組織発生学 , 日本学術振興会）

C-3-14

酸素化還流液を用いたラット心臓死ドナー肝細胞の培養および移植による検討
榎並 延太（昭和大学 消化器・一般外科）

C-3-15

肝細胞周囲での線溶系酵素／受容体系による肝再生制御機構
岡田 清孝（近畿大学 再生機能医学）

C-3-16

バイオラピッドプロトタイピングシステム (BRP system) を用いた（scaﬀold free）肝臓
構造体の構築
柳 佑典（九州大学 小児外科）

C-3-17

背側皮膚窓を用いた三次元移植肝細胞組織の細胞動態観察
若杉 美樹（慶應義塾大学 理工学研究科）

C-3-18

iPS 細胞とヒト / マウス人工染色体を用いた成人発症 II 型シトルリン血症遺伝子治療モ
デルの開発
鈴木 輝彦（鳥取大学 染色体工学研究センター）

一般演題（ポスター）C-4

神経（１）

6 月 13 日（水） 14：00 − 14：30

ポスター会場

座長：梅垣 昌士（大阪大学臨床医工学融合研究教育センター）

C-4-19

慢性圧迫脊髄における p62, オートファジーの機能解析
瀬戸口啓夫（鹿児島大学 近未来運動器医療創生学）

C-4-20

細胞移植後の運動が神経機能再生へ与える影響
猪村 剛史（広島大学 保 健 学 研究科 , 医 療 法 人 光 臨会 荒 木 脳神経 外 科 病 院リハビリ
テーション部）

C-4-21

培養神経幹／前駆細胞に対する活性酸素の影響
原 正之（大阪府立大学 生物科学科）

C-4-22

低酸素虚血脳傷害モデルマウスに対する歯髄幹細胞移植の治療効果
山形 まり（名古屋大学 口腔外科学 , 名古屋市立大学 再生医学分野）

C-4-23

ヒト歯髄幹細胞由来無血清培養上清を応用した急性期脊髄損傷治療と治癒メカニズム
の解析
松原 弘記（名古屋大学 顎顔面外科）
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一般演題（ポスター）C-5

組織工学（１）

6 月 13 日（水） 14：00 − 14：30

ポスター会場

座長：佐々木 大輔（東京女子医科大学 先端生命医科学研究所）

C-5-24

生体外における血管網付ヒト三次元組織の構築
中山 悠衣（早稲田大学 生命医科学専攻）

C-5-25

細胞シート工学を用いた腎組織再生の検討
関谷 佐智子（東京女子医科大学 先端生命医科学研究所）

C-5-26

生体外における動静脈閉鎖系心筋組織構築
田中 裕也（早稲田大学 創造理工学研究科 総合機械工学専攻 , 東京女子医科大学 先端
生体医科学研究所）

C-5-27

多孔質膜を用いた電気化学的手法による細胞シート回収技術
望月 直人（筑波大学 数理物質科学研究科）

C-5-28

細胞シート工学を利用した子宮組織の構築
高木 惣一（東京女子医科大学 先端生命医科学研究所）

C-5-29

細胞シート積層化組織内における血管内皮細胞ネットワーク形成に関わる分子の探索
笹川 忠（東京女子医科大学 先端生命医科学研究所 , TWIns）

一般演題（ポスター）C-6

6 月 13 日（水） 14：00 − 14：30

ポスター会場

軟骨（１）

座長：中村 憲正（大阪大学 臨床医工学融合研究教育センター , 大阪保健医療大学 保健医療学部）

C-6-30

軟骨再生のための温度応答性ヒアルロン酸誘導体の改良と特性評価
齊藤 裕二（東京電機大学 理工学研究科 生命理工学専攻）

C-6-31

ウサギ軟骨細胞シートの新規ガラス化保存法の開発
前原 美樹（明治大学 発生工学研究室）

C-6-32

積層化軟骨細胞シートと培養滑膜細胞移植による関節軟骨治療効果の検討
伊藤 聡（東海大学 整形外科学）

C-6-33

in vitro における同種軟骨細胞（シート）の免疫応答におよぼす影響
加藤 玲子（国立医薬品食品衛生研究所 医療機器部）

C-6-34

PLGA block scaﬀold を用いた 3 次元培養軟骨の作製
〜 PLGA block scaﬀold の気孔径と強度の改良〜
金子 正（株式会社ジーシー）
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一般演題（ポスター）C-7

歯・歯周組織（１）

6 月 13 日（水） 14：00 − 14：30

ポスター会場

座長：古江−楠田 美保（医薬基盤研究所 難病・疾患資源研究部）

C-7-35

ラット頭蓋骨欠損モデルを用いた骨移植材による骨再生
滝口 裕一（昭和大学 歯科理工学）

C-7-36

培養骨膜シートを用いた歯周組織再生療法の５年予後
奥田 一博（新潟大学 歯周診断・再建学分野）

C-7-37

再生歯移植による歯科再生治療システムの開発−再生歯ユニット移植による重篤歯科疾
患への応用−
大島 正充（東京理科大学 総合研究機構）

C-7-38

歯周組織を有する新規機能性デンタルインプラントの開発
菅原 彩香（東京理科大学 基礎工学研究科 生物工学専攻）

C-7-39

中高齢イヌにおける自家歯髄幹細胞移植による抜髄後歯髄再生
堀部 宏茂（愛知学院大学 歯学科 , 国立長寿医療研究センター 歯科口腔先端医療
開発センター 再生歯科医療研究部）

C-7-40

荻野 光明（東京理科大学 基礎工学研究科 生物工学専攻）

一般演題（ポスター）C-8

6 月 13 日（水） 14：00 − 14：30

ポスター会場

バイオマテリアル（３）

座長：廣瀬 志弘（産業技術総合研究所 ヒューマンライフテクノロジー研究部門）

C-8-41

形状記憶表面を用いた細胞の機能制御
荏原 充宏（物質材料研究機構 生体機能材料ユニット）

C-8-42

細胞選択性ペプチド含有エレクトロスピニングファイバーシートの有効性
蟹江 慧（名古屋大学 創薬科学研究科・工学研究科）

C-8-43

温度応答性表面によるラベルフリー細胞分離システムの設計
木村 綾華（早稲田大学 生命医科学科）

C-8-44

温度応答性高分子の修飾密度が細胞シート作製に及ぼす影響
長瀬 健一（東京女子医科大学 先端生命医科学研究所）

C-8-45

疎水性基を有する温度応答性高分子ブラシ表面による多段階温度制御細胞分離システ
ムへの応用
畠山 由梨（早稲田大学 生命医科学科 , 東京女子医科大学 先端生命医科学研究所）

C-8-46

生体吸収性ゼラチン酸化鉄複合ナノ粒子の作製
冨高 あさひ（京都大学再生医科学研究所）
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一般演題（ポスター）D-1

6 月 13 日（水） 14：30 − 15：00

iPS 細胞（４）

ポスター会場

座長：山下 潤（京都大学 iPS 細胞研究所）

D-1-47

ヒト人工多能性幹細胞由来の線維芽細胞層と分化誘導因子を用いた多能性幹細胞の神
経分化の研究
山之端 万里（創価大学 工学部）

D-1-48

パーキンソン病患者由来 iPSC からのドーパミン神経誘導
菊地 哲広（京都大学 iPS 細胞研究所 細胞増殖分化機構研究部門 / 再生医科学研究所
生体修復応用分野）

D-1-49

ヒト iPS 細胞から誘導した神経細胞とその機能性評価のためのミトコンドリアイメージング
加藤 英政（埼玉医科大学 ゲノム医学研究センター）

D-1-50

ヒト iPS 細胞由来神経細胞のアルツハイマー病モデルへの移植実験
藤原 成芳（聖マリアンナ医科大学）

D-1-51

ヒト iPS 細胞の神経分化誘導と片麻痺モデルマウスへの移植
神野 崇生（聖マリアンナ医科大学 脳神経外科学 / 免疫学・病害動物学）

一般演題（ポスター）D-2

6 月 13 日（水） 14：30 − 15：00

ポスター会場

間葉系幹細胞（２）

座長：松崎 有未（慶應義塾大学 生理系専攻 総合医科学研究センター）

D-2-52

ヒト抜去歯及びその付着組織由来間葉系幹細胞のシングルセル法による解析
田巻 友一（日本歯科大学 発生・再生医科学）

D-2-53

間葉系幹細胞の低酸素環境下における未分化性維持機構の解明
荒木 大輔（慶應義塾大学 歯科口腔外科）

D-2-54

ウマの浅指屈筋腱内に移植された骨髄由来間葉系幹細胞の動向
笠嶋 快周（日本中央競馬会 競走馬総合研究所 臨床医学研究室 , Dept.of Veterinary
Clinical Sciences, The Royal Veterinary College）

D-2-55

新規の低分子化合物によるヒト臍帯血間葉系幹細胞の肝細胞分化誘導能評価
松見 吉朗（鳥取大学 遺伝子医療学）

D-2-56

各組織由来 MSC の均質性と細胞表面マーカーの発現に及ぼす無血清培地（STK 培地）
の影響
長谷川 森一（株式会社ツーセル）
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一般演題（ポスター）D-3

肝臓（２）

6 月 13 日（水） 14：30 − 15：00

ポスター会場

座長：松山 晃文（先端医療振興財団 再生医療開発支援部）

D-3-57

細胞認識性マトリックスによる肝細胞の膜極性と薬物代謝機能の制御
足立 達彦（東京工業大学 生命理工学研究科）

D-3-58

マウス胚性幹 /人工万能性幹細胞の in vitro 肝組織構築とその過程におけるミトコンド
リア能力の獲得
玉井 美保（東京工業大学 生命理工学研究科）

D-3-59

シジミ由来非タンパク質構成アミノ酸からなるトリペプチドの in vitro 肝組織やマウス
個体における肝保護効果
Nilubol Chonnipa（東京工業大学 生命理工学研究科）

D-3-60

ヒトＥＳ／ｉＰＳ細胞由来 in vitro 肝臓モデルを用いた肝機能解析
安 成晧（東京工業大学 生命理工学研究科）

D-3-61

マウス部分肝切除モデルにおけるアミノ酸の再生促進効果
Yu Yue（東京工業大学）

D-3-62

天然多糖類の三次元の細胞足場を用いた肝前駆細胞の分化誘導
Shang Yi（東京工業大学）

一般演題（ポスター）D-4

6 月 13 日（水） 14：30 − 15：00

神経（２）

ポスター会場

座長：平田 仁（名古屋大学 手の外科）

D-4-63

同種同系マウス臍帯血投与モデルを用いた新生児低酸素性虚血性脳症に対する再生医
療の検討
田辺 行敏（東京慈恵会医科大学 小児科学）

D-4-64

新生児脳梗塞モデルマウスに対するヒト臍帯血 CD34 陽性細胞静脈内投与の効果
辻 雅弘（国立循環器病研究センター研究所 再生医療部）

D-4-65

ラット脳梗塞の edaravone 投与による軸索伸長関連因子の発現増強効果
出口 健太郎（岡山大学 神経内科）

D-4-66

神経細胞分化におけるβ１インテグリンの関与
大塚 一樹（東京理科大学 薬学研究科）

D-4-67

乳歯歯髄幹細胞由来培養上清を用いた脳梗塞治療の可能性
井上 崇徳（名古屋大学 頭頸部・感覚器外科学）
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一般演題（ポスター）D-5

組織工学（２）

6 月 13 日（水） 14：30 − 15：00

ポスター会場

座長：酒井 康行（東京大学 生産技術研究所 物質・環境系部門）

D-5-68

脂肪由来幹細胞と塩基性線維芽細胞増殖因子（ｂＦＧＦ）徐放性基材を用いた脂肪再生
森本 尚樹（京都大学 形成外科）

D-5-69

３次元配向性コラーゲンマテリアルの開発
礒部 仁博（株式会社アトリー 開発本部）

D-5-70

塩基性線維芽細胞増殖因子徐放性ゼラチン粒子を含む細胞集合体の作製
田島 脩平（京都大学再生医科学研究所 生体材料学分野）

D-5-71

SPG 膜乳化法によるヘモグロビンベース新規人工酸素運搬体の開発
Lai Yao -Tong（東京大学 工学系研究科）

D-5-72

細胞接着性ペプチド修飾アルギン酸ゲル中で３次元培養したヒト細胞の分化挙動に関する研究
中岡 竜介（国立医薬品食品衛生研究所 医療機器部）

D-5-73

In Vitro における脂肪組織再生の試み
只 竜子（大阪工業大学 生体医工学科）

一般演題（ポスター）D-6

バイオマテリアル（4）

6 月 13 日（水） 14：30 − 15：00

ポスター会場

座長：田口 哲志（物質・材料研究機構生体材料センター）

D-6-74

バイオラピッドプロトタイピングシステム (BRP system) を用いたスキャホールドフリー
再生血管の構築
田村 忠士（株式会社サイフューズ）

D-6-75

再生の足場材料を用いた癒着防止材
− 熱架橋 gelatin ﬁlm による腹膜の再生と消化管吻合部への影響 −
辻本 洋行（同志社大学 生命医科 , うえだ下田部病院 外科）

D-6-76

肺再生を目的とした同種肺由来バイオマテリアルの特性評価
益田 宜忠（東京電機大学 理工学研究科 生命理工学専攻）

D-6-77

PET 造影のための糖結合性デキストラン誘導体の設計
上杉 佳子（京都大学再生医科学研究所）

D-6-78

新規癒着防止材熱架橋 gelatin ﬁlm の生物学的特性
− 架橋度と癒着防止効果の関係について −
丹澤 あゆみ（同志社大学 医生命システム学科）

D-6-79

ヒト乾燥羊膜の口蓋裂手術への効果
津野 宏彰（富山大学 再生医学・歯科口腔外科学）
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D-6-80

徐放性を有する生体分解性足場材料の開発のための基礎的検討
李 千萬（大阪大学 外科学）

一般演題（ポスター）D-7

骨（３）

6 月 13 日（水） 14：30 − 15：00

ポスター会場

座長：名井 陽（大阪大学 未来医療センター）

D-7-81

Lnk の局所制御による血管・骨新生促進を通じた骨折治癒促進効果
川上 洋平（先端医療センター , 神戸大学 整形外科）

D-7-82

CD349 抗原によるヒト歯髄幹細胞における機能性細胞集団の単離
菊地 豪（筑波大学 人間総合科学研究科）

D-7-83

骨再生修復過程に与える bFGF 徐放化ゼラチンハイドロゲルの影響
古谷 洋之（順天堂大学 整形外科 , 京都大学再生医科学研究所 田畑研究室）

D-7-84

β -TCP および徐放化 bFGF を用いた場合のラット頭蓋骨新生に対する影響
清水 梓（順天堂大学静岡病院 形成外科）

D-7-85

上顎骨由来間葉系細胞の FBS 添加培地と無血清培地による骨形成能の比較検討
石黒 匡史（北里大学北里研究所メディカルセンター病院 形成外科）

D-7-86

脂肪組織幹細胞及び多血小板血漿を用いたラット頭蓋骨における骨再生能の検証
田島 聖士（順天堂大学 形成外科 , 自衛隊横須賀病院 歯科診療部）

一般演題（ポスター）D-8

細胞培養・品質（１）

6 月 13 日（水） 14：30 − 15：00

ポスター会場

座長：紀之岡 正博（大阪大学 生命先端工学専攻）

D-8-87

ＥＳ細胞の増幅培養と心筋細胞への分化誘導のためのラージスケール潅流培養システムの開発
和田 昌憲（エイブル株式会社）

D-8-88

中空透析膜を用いた ES 細胞培養システムの開発
岩元 潮（旭化成株式会社 医療新事業プロジェクト）

D-8-89

自動培養装置用閉鎖系培養容器の開発
中嶌 亮太（株式会社日立製作所 中央研究所）

D-8-90

無血清培地（STK 培地）で培養したヒト滑膜由来 MSC の未分化性・軟骨分化能の検討
中田 恭輔（広島大学 保健学研究科）

D-8-91

新規顎骨再生医療実現のための無血清培地を用いた顎骨骨髄由来間質細胞培養
末廣 史雄（長崎大学 歯科補綴学分野）

D-8-92

使い捨てチップ型セルソーター（On-chip Sort）を用いた神経細胞の表現型を揃えた
培養系の開発
鈴木 郁郎（東京工科大学 バイオニクス専攻）
再生医療
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一般演題（ポスター）E-1

6 月 14 日（木） 14：30 − 15：00

間葉系幹細胞（３）

ポスター会場

座長：増田 治史（東海大学 再生医療科学）

E-1-01

ヘパリンによる多能性ヒト Mesoangioblast の循環血中への動員
藤高 啓祐（関西医科大学 第ニ内科）

E-1-02

スキャフォールドフリー滑膜間葉系幹細胞由来三次元人工組織・人工骨複合体を用いた
骨軟骨再生
下村 和範（大阪大学 整形外科学）

E-1-03

マウス滑膜未分化間葉系幹細胞の培養系確立とその特性の解明
二見 一平（順天堂大学 整形外科学）

E-1-04

無血清培地（STK 培地）を用いた間葉系幹細胞からの Tissue engineered construct
(TEC) 作成
邵 金昌（株式会社ツーセル）

E-1-05

種々表面性状を有するアパタイトディスクを用いた間葉系幹細胞の骨分化評価
程 侃（早稲田大学 創造理工学研究科 地球・環境資源理工学専攻 , 産業技術総合研究所
ヒューマンライフテクノロジー研究部門）

一般演題（ポスター）E-2

6 月 14 日（木） 14：30 − 15：00

iPS 細胞（５）

ポスター会場

座長：三木 健嗣（大阪大学 心臓血管外科）

E-2-06

ミニブタ虚血性心筋症モデルに対するヒト iPS 細胞由来心筋細胞シートの治療効果の検討
川村 匡（大阪大学 心臓血管外科）

E-2-07

GENERATION OF CANINE IPS CELLS AND THEIR CHARACTERISTICS
早川 和男（京都大学再生科学研究所 , 名古屋市立大学）

E-2-08

同一ドナーの異なる組織より樹立した iPS 細胞の比較検討
那須 輝（京都大学再生医科学研究所 組織再生応用分野 , 整形外科・iPS 細胞研究所）

E-2-09

Epigenetic Memory からの腎臓由来 iPS 細胞を利用した腎臓再生医療の試み
高瀬 敦（東京大学 先端腎臓・再生医学 , 東京大学 腎臓内分泌外科）

一般演題（ポスター）E-3

血管（１）
E-3-10

再生医療

6 月 14 日（木） 14：30 − 15：00

ポスター会場

座長：中山 泰秀（国立循環器病研究センター研究所 生体医工学部）

骨格筋芽細胞シートのサイトカイン・パラクライン効果による血管新生の組織学的検討
原田 明希摩（株式会社セルシード , 大阪大学 心臓血管外科）
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E-3-11

c-Cbl, Cbl-b はマウス胎児肝臓の血管新生と肝内造血を調節する
萩倉 一博（日本大学 先端医学系 細胞再生・移植医学分野）

E-3-12

大動脈外膜における血管内皮前駆細胞の局在と血管新生への関与
山元 智衣（日本大学 先端医学系 細胞再生・移植医学分野）

E-3-13

当院における下肢動脈疾患患者への末梢血単核球細胞移植の治療効果
大竹 剛靖（湘南鎌倉総合病院 腎免疫血管内科）

E-3-14

下肢虚血における骨格筋間葉系前駆細胞の関与
池田 尚子（昭和大学藤が丘病院 循環器内科）

E-3-15

マウス下肢虚血モデルにおけるフィブロネクチンの血流改善効果
成田 誠（信州大学 心臓血管外科）

一般演題（ポスター）E-4

心臓（２）

6 月 14 日（木） 14：30 − 15：00

ポスター会場

座長：福嶌 五月（大阪大学 心臓血管外科）

E-4-16

イヌ拡張型心筋症モデルに対する自己筋芽細胞シート移植の心筋拡張性に与える効果
白坂 知識（神戸大学 心臓血管外科）

E-4-17

重症心不全に対するプロスタサイクリン作動薬 ONO-1301 投与による骨髄由来細胞動
員効果に関する検討
今西 悠基子（大阪大学 心臓血管外科）

E-4-18

心筋梗塞ラットにおけるゼラチンハイドロゲルパッチを用いたアンタゴミア -92a の心筋
再生効果に関する検討
藤田 昌哲（関西医科大学）

E-4-19

ラット慢性心不全梗塞モデルにおける筋芽細胞シート移植による細胞外基質の reverse
remodeling 効果に関する検討
塩崎 元子（大阪大学 心臓血管外科）

一般演題（ポスター）E-5

組織工学（３）

6 月 14 日（木） 14：30 − 15：00

ポスター会場

座長：関根 秀一（東京女子医科大学 先端生命医科学研究所）

E-5-20

色素徐放による生体内での組織形成の爆発的加速化
辻中 貴大（国立循環器病研究センター研究所 医工学材料研究室 , 龍谷大学 物質化学科）

E-5-21

コラーゲンビトリゲルスポンジを用いた気管粘膜の再生過程
谷 亜希子（福島県立医科大学 耳鼻咽喉科）

E-5-22

ラットの腹壁欠損モデルに対する細胞増殖因子徐放化ゼラチンスポンジの創傷治癒効果
隅田 仁（京都大学再生医科学研究所 生体材料学分野）
再生医療
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E-5-23

幹細胞分化におけるコラーゲンゲル内での三次元培養の有用性
内藤 洋（奈良県立医科大学 胸部・心臓血管外科）

E-5-24

Eph シグナルタンパク質を配向固定化した硬さの異なるハイドロゲルによる間葉系幹細
胞の培養
戸田 裕之（京都大学再生医科学研究所 生体材料学分野）

E-5-25

バイオチューブ短期作成のための工夫
渡辺 太治（京都府立医科大学 心臓血管外科）

一般演題（ポスター）E-6

6 月 14 日（木） 14：30 − 15：00

歯・歯周組織（２）

ポスター会場

座長：岩田 隆紀（東京女子医科大学 先端生命医科学研究所）

E-6-26

歯髄幹細胞におけるメカニカルストレスの影響
秦 正樹（愛知学院大学 有床義歯学）

E-6-27

生体親和性高分子材料によるヒト歯根膜細胞の分化誘導
渋谷 智和（山形大学 バイオ化学工学科）

E-6-28

細胞外マトリックスの豊富な細胞シートの細胞分散方法検討
鷲尾 薫（東京女子医科大学 先端生命医科学研究所）

E-6-29

ゼラチンハイドロゲルからのシンバスタチン徐放による修復象牙質形成促進
宮澤 敦子（日本歯科大学 口腔外科学）

E-6-30

シリコーン膜を用いた加圧刺激によるヒト歯髄細胞の象牙芽細胞への分化誘導
宮下 俊郎（国立長寿医療研究センター 歯科口腔先進医療開発センター 再生医療研究部 ,
東北大学 顎口腔矯正学分野）

E-6-31

FACS を用いたヒト歯髄幹細胞の予期的分離法
安居 孝純（川崎市立川崎病院 歯科口腔外科 , 慶應義塾大学歯科・口腔外科学）

一般演題（ポスター）E-7

6 月 14 日（木） 14：30 − 15：00

泌尿器・膵臓・視覚

座長：野口 洋文（岡山大学 消化器外科学）

E-7-32

羊膜を基質とし作成した口腔粘膜再生シートを用いた尿路再建
内藤 泰行（京都府立医科大学 泌尿器科）

E-7-33

外尿道括約筋衛星細胞における TGF- β機能解析
三木 大輔（大分大学 腎泌尿器外科）

E-7-34

ヒト微小血管網を有する膵島様組織の創出
江野村 允宏（横浜市立大学 臓器再生医学）

再生医療
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E-7-35

糖尿病治療を目指したヒト膵島の再構築によるシート状ヒト膵島組織作製
舛田 健（株式会社セルシード , 東京女子医科大学先端生命医科学研究所）

E-7-36

ヒト脱落膜由来間葉細胞から作成したマトリクスを用いたヒト角膜内皮細胞培養法の検討
沼田 諒平（同志社大学 生命医科学部 医工学科 , 京都府立医科大学 視覚機能再生外科学）

E-7-37

温度応答性培養皿を用いた自家培養角膜上皮の製品開発
淡海 陽子（株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング）

一般演題（ポスター）E-8

細胞培養・品質（２）

6 月 14 日（木） 14：30 − 15：00

ポスター会場

座長：加藤 竜司（名古屋大学創薬科学研究科）

E-8-38

誘電泳動現象を用いた ES 細胞とフィーダ細胞の分離技術に関する基礎的研究
宮田 昌悟（慶應義塾大学 理工学部機械工学科）

E-8-39

細胞入り三次元構造物の作製と培養用バイオリアクターの開発
渡辺 有（富山大学 物質生命システム工学専攻）

E-8-40

再生医療臨床研究における試験物概要書の作成
花井 達広（大阪大学 未来医療センター）

E-8-41

顎骨骨髄由来間葉系幹細胞の分離と表現型の解析
西村 正宏（長崎大学 歯科補綴学分野）

E-8-42

間葉系幹細胞の骨分化に及ぼすエンドトキシンの影響について（１）
− 蛋白質の網羅的発現解析による検討 −
配島 由二（国立医薬品食品衛生研究所 医療機器部）

E-8-43

間葉系幹細胞の骨分化に及ぼすエンドトキシンの影響について（２）
―遺伝子発現の網羅的解析による検討―
澤田 留美（国立医薬品食品衛生研究所 医療機器部）

一般演題（ポスター）F-1

間葉系幹細胞（４）

6 月 14 日（木） 15：00 − 15：30

ポスター会場

座長：北田 容章（東北大学 細胞組織学分野）

F-1-44

ヌードラットの頸部皮膚欠損部に対するヒト脂肪由来幹細胞の創傷治癒効果
鈴木 政博（福島県立医科大学 耳鼻咽喉科頭頸部外科）

F-1-45

ピタバスタチンによる間葉系幹細胞の生存と機能亢進の効果：細胞移植治療応用への可能性
坪川 俊成（金沢大学 医薬保健学域 医学類 循環器内科）

再生医療
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F-1-46

Fibrocyte の起源細胞の解明
鈴木 禎史（慶應義塾大学 生理学）

F-1-47

遺伝子改変マウスを用いた間葉系幹細胞の運命及び発現遺伝子の機能の解析
三輪 裕幸（熊本大学 発生医学研究所）

F-1-48

動物由来成分不含間葉系幹細胞用培地「sf-DOT」で培養された間葉系幹細胞の特性解析
隠岐 勝幸（株式会社シームス 研究開発本部）

一般演題（ポスター）F-2

6 月 14 日（木） 15：00 − 15：30

iPS 細胞（６）

ポスター会場

座長：林 竜平（大阪大学 眼科学）

F-2-49

ヒト iPS 細胞の血管内皮前駆細胞 (EPC) への分化誘導法と in vitro 増殖培養法の確立
秋丸 恵理佳（先端医療センター 血管再生研究グループ）

F-2-50

ヒト iPS 細胞から間葉系前駆細胞への分化を介した軟骨細胞分化誘導法の確立
小山 典昭（京都大学 内分泌代謝内科・口腔外科）

F-2-51

骨再生へ向けた胚葉体形成を介さない iPS 細胞の骨分化誘導法
堂垣 佳宏（神戸大学 整形外科）

F-2-52

マウス iPS 細胞から気管上皮様組織への分化誘導の試み
大槻 好史（福島県立医科大学 耳鼻咽喉科）

F-2-53

iPS 細胞から歯原性間葉細胞への分化誘導
大津 圭史（岩手医科大学 解剖学 発生生物・再生医学分野）

F-2-54

iPS 細胞由来樹状細胞（iPSDC）の分化誘導とその抗腫瘍効果の評価
岩本 博光（和歌山県立医科大学 第二外科）

一般演題（ポスター）F-3

6 月 14 日（木） 15：00 − 15：30

血管（２）

座長：齋藤 充弘（大阪大学 未来医療センター）

F-3-55

新規アポ蛋白 A-I 模倣ペプチドによる内皮細胞管腔形成作用
松尾 佳野（福岡大学 心臓・血管内科）

F-3-56

大動脈瘤に対する新たな細胞療法の可能性
緒方 藍歌（名古屋大学 心臓外科）

F-3-57

虚血性心血管疾患の嫌気的環境を標的とした嫌気性菌ベクター
和田 有子（信州大学 心臓血管外科）

再生医療
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F-3-58

健常成人に於ける血管内皮前駆細胞 (EPC) 機能に対するタウリンおよびマグネシウム摂
取の効果
片川 まゆみ（日本大学 細胞再生・移植医学）

F-3-59

ヒト末梢血 CD34 陽性 EPC の治療効果を予測するマーカーの同定
秋丸 裕司（先端医療センター 血管再生研究グループ）

F-3-60

齋藤 正寛（東京理科大学 基礎工学研究科 生物工学専攻）

一般演題（ポスター）F-4

心臓（３）

6 月 14 日（木） 15：00 − 15：30

ポスター会場

座長：王 英正（岡山大学 新医療研究開発センター）

F-4-61

Erythropoietin の非造血細胞を介した心血管保護効果
本田 雄気（昭和大学藤が丘病院 循環器内科）

F-4-62

メカニカルストレスが細胞移植による心筋再生療法に対して及ぼす影響
藏澄 宏之（山口大学 器官病態外科学分野（第一外科））

F-4-63

拡張型心筋症モデルハムスターにおける、心不全の発症とヒストンメチル化の関連の検討
伊東 絵望子（大阪大学 心臓血管外科）

F-4-64

虚血性心筋症に対する筋芽細胞シート移植の効果―症例報告―
石田 勝（大阪大学 心臓血管外科）

一般演題（ポスター）F-5

組織工学（４）

6 月 14 日（木） 15：00 − 15：30

ポスター会場

座長：坂口 勝久（早稲田大学 理工学研究所）

F-5-65

組織ファクトリーにおける細胞シートの自動積層化プロセスの開発
菊地 鉄太郎（東京女子医科大学 先端生命医科学研究所 , TWIns, 株式会社セルシード）

F-5-66

細胞膜極性の制御された 3 次元肝細胞培養法の開発：3D バイオプリンターの組織工
学への応用
荒井 健一（富山大学 生命融合科学教育部 , 日本学術振興会）

F-5-67

ヘパリン導入基材を用いた固定化増殖因子の細胞培養条件における機能性 / 安定性の
評価
水町 秀之（九州大学 化学工学部門）

F-5-68

血管内皮細胞‐間葉系幹細胞共培養系における細胞間相互作用の検討
山本 興子（慶應義塾大学 理工学研究科）
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F-5-69

3 次元ゲル内に細胞の空間配置を自在に制御した神経回路の再構成技術の開発
小田原 あおい（東京工科大学 バイオ情報メディア研究科）

F-5-70

ナノ材料試験システムを用いた膠原線維の応力自己組織化現象の定量解析
葛巻 徹（東海大学 工学部 材料科学科）

一般演題（ポスター）F-6

6 月 14 日（木） 15：00 − 15：30

歯・歯周組織（３）

ポスター会場

座長：齋藤 正寛（東京理科大学 基礎工学部 生物工学科）

F-6-71

Epigallocatechin-3-gallate によるヒト骨膜シートの冷蔵保存効果の検証
神谷 真菜（新潟大学 歯科基礎移植再生学分野・歯周診断再建学分野）

F-6-72

生体吸収性 PLLA-PCL ポリマーブレンド多孔質膜を足場とする骨膜シートの培養
中島 悠（新潟大学 歯科基礎移植再生学分野・歯周診断再建学分野）

F-6-73

ミニブタ胎仔乳臼歯由来エナメル上皮細胞の分離と同定
中原 貴（日本歯科大学 発生・再生医科学）

F-6-74

放射線性唾液腺萎縮の in vitro モデルに関する検討
堀 暁子（東京大学 先端医療研究センター 分子療法分野 組織工学研究グループ）

F-6-75

ブタ同一個体由来の歯髄、骨髄、脂肪幹細胞の形質の比較
村上 真史（国立長寿医療研究センター 歯科口腔先進医療開発センター 再生歯科医療
研究部）

一般演題（ポスター）F-7

6 月 14 日（木） 15：00 − 15：30

細胞培養・品質（３）

座長：澤田 留美（国立医薬品食品衛生研究所 医療機器部）

F-7-76

除染後の環境中残留過酸化水素が間葉系細胞に与える影響
笹尾 真理（産業技術総合研究所 健康工学研究部門）

F-7-77

骨格筋芽細胞シートの保存条件の検討
大河原 弘達 （大阪大学 心臓血管外科）

F-7-78

培養軟骨細胞の安全性評価
−ＣＧＨ (Comparative Genomic Hybridization) 解析による検討―
小林 美由希（東海大学 整形外科学）
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ポスター会場

一般演題（ポスター）F-8

皮膚（１）

6 月 14 日（木） 15：00 − 15：30

ポスター会場

座長：玉井 克人（大阪大学 再生誘導医学）

F-8-79

bFGF とストロマ細胞由来因子の組み合わせ徐放化による血管新生と皮弁生着率
中村 陽子（京都大学 形成外科・再生医科学研究所 生体材料分野）

F-8-80

シャンプー・トリートメント処理された染色毛髪のラジカル生成における紫外線照射の
影響
杉山 保行（新潟大学 自然科学研究科 , 株式会社ヘイゼル・トンプソン）

F-8-81

ブレオマイシンによる皮膚線維化と脂肪分化抑制メカニズムの解明
大湖 史朗（日本メナード化粧品株式会社 総合研究所）

F-8-82

メラノサイトを保持した Green 型自家培養表皮の製品開発
田中 朋代（株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング）

F-8-83

超高圧印加法によるヒト皮膚組織の脱細胞化
島 耕史（大阪工業大学 生体医工学科）

F-8-84

ヒト皮膚における Skin-derived Precursor Cells の採取部位による相違
吉川 勝宇（京都大学 形成外科）
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6 月 12 日（木） 15：30 − 17：30
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第 1 会場

ランチョンセミナー
LS-1

6 月 13 日（水） 11：40 − 12：30

第 1 会場

The structual basis of progression of cardiac dysfunction in human heart failure
演者：Jutta Schaper（Experimental Cardiology University of Giessen, Medical School）
座長 : Ken Suzuk（
i Qeen Mary University of London）
共催：テルモ株式会社

LS-2

6 月 13 日（水） 11：40 − 12：30

第 3 会場

細胞組み込み型ヒト人工組織の 3 次元にむけた戦略
演者：中村 真人（富山大学工学部）
清水 達也（東京女子医科大学）
吉岡 康弘（富士フイルム株式会社）
座長：大和 雅之（東京女子医科大学）
畠 賢一郎（株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 研究開発部）
共催：株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング

LS-3

6 月 13 日（水） 11：40 − 12：30

第 4 会場

初心者でも簡単！センダイウイルスベクター（CytoTune

TM

-iPS）を使った外来因子フリー疾患由来

iPS 細胞の樹立とその応用
演者：江良 拓実（熊本大学発生医科研究所 幹 細胞誘導分野）
座長：房木 ノエミ（ディナベック株式会社 技術開発室 細胞工学グループ／ JST さきがけ）
共催：株式会社医学生物学研究所

LS-4

6 月 13 日（水） 11：40 − 12：30

第 5 会場

新しい再生医療を目指す − 再生生物学との融合と次世代シークエンサーを使った解析
演者：阿形 清和（京都大学・理学研究科 生物物理学）
座長：浅原 孝之（東海大学再生医療科学）
共催：北海道システム・サイエンス株式会社
LS-5

6 月 13 日（水） 11：40 − 12：30

第 6 会場

The value of quantitative imaging to the quality control of pluripotent stem cells
演者：Lyn Healy（Senior Stem Cell Biologist, UK Stem Cell Bank）
座長 : Rupert Ecker（Tissuegnostics GmbH）
共催：ノベルサイエンス株式会社
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LS-6

6 月 13 日（水） 11：40 − 12：30

第 7 会場

滑膜幹細胞による関節軟骨・半月板再生：基礎から臨床まで
演者：関矢 一郎（東京医科歯科大学 軟骨再生学）
座長 : 高戸 毅（東京大学大学院医学系研究科）
共催：株式会社ジェイ・エム・エス

LS-7

6 月 14 日（木） 12：35 − 13：25

第 1 会場

SPring-8 放射光画像の心血管機能・再生研究への応用
演者：白井 幹康（国立循環器病研究センター研究所 心臓生理機能部）
座長 : 佐田 政隆（徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部 循環器内科学）
共催：小野薬品工業株式会社

LS-8

6 月 14 日（木） 12：35 −13：25

第 3 会場

ヒト多能性幹細胞の安定したゼノフリー培養のために
演者：阿久津 英憲（独立行政法人 国立成育医療研究センター研究所 生殖・細胞医療研究部 幹細胞・
生殖学研究室）
座長 : Mohan C. Vemuri（Primary and Stem Cell Culture Systems, Life Technologies）
共催：ライフテクノロジーズジャパン株式会社

LS-9

6 月 14 日（木） 12：35 − 13：25

第 5 会場

肝幹・前駆細胞の長期増殖を制御する細胞内シグナル伝達機構
演者：紙谷 聡英（東海大学・創造科学技術研究機構・医学部門）
共催：サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

LS-10

6 月 14 日（木） 12：35 − 13：25

第 6 会場

（第 1 部）Designing and Testing a Sorter for Biosafety
演者：Christopher Novak（Life Science Tactical Marketing Beckman Coulter Inc.）
（第 2 部）体細胞の初期化メカニズムの解析
演者：中川 誠人（京都大学 iPS 細胞研究所 初期化機構研究部門）
座長 : 松山 晃文（先端医療振興財団 再生医療開発支援部）
共催：ベックマン・コールター株式会社
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サテライトセミナー

6 月 12 日（木） 17：00 − 19：00

ハーバーラウンジ（B）

Translational Research(TR) 勉強会

―Cell Processing Center(CPC) を用いた臨床研究の実際―

〔趣

旨〕

大阪大学橋渡し研究拠点では、ネットワーク構築事業の一環として、橋渡し研究に従事する方々や、それを目指す方々
を支援する教育プログラムを企画いたしました。
初回の勉強会に引き続き、今回も製剤（CPC）分野を取り上げ、臨床研究の実際を紹介しながら、製剤、CPC とは
何か、細胞治療に必要なことは何かという基礎的な知識を身につけていただける構成になっております。
第 11 回日本再生医療学会総会において、併設研究会として開催しますので、再生医療に興味のある方々、また、
実際に CPC を用いた臨床研究に従事されている先生方に是非ご参加いただけるようよろしくお願いいたします。

【プログラム】
17:00 ‒ 17:05 開会のご挨拶
大阪大学医学部附属病院 未来医療センター 名井 陽
17:05 ‒ 17:25 再生医療とは
大阪大学医学部附属病院 未来医療センター 平 将生
17:25 ‒ 17:45 GMP と品質保証
大阪大学医学部附属病院 未来医療センター 江副 幸子
17:45 ‒ 18:10 CPC を用いた臨床研究の紹介
18:10 ‒ 18:35 連携病院ネットワークを用いた臨床研究
武庫川女子大学大学院 健康・スポーツ科学研究科 脇谷 滋之
18:35 ‒ 18:55 再生医療と倫理
大阪大学大学院医学系研究科 医の倫理と公共政策学 加藤 和人
18:55 ‒ 19:00 閉会のご挨拶
大阪大学医学部附属病院 未来医療センター 名井 陽

共催：大阪大学橋渡し研究拠点 橋渡し研究ネットワーク構築事業
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