
原 英二 先生（大阪大学 微生物病研究所）
「がんと老化における細胞老化の役割とその制御」

高倉 伸幸 先生（大阪大学 微生物病研究所）
「腫瘍血管の機能制御による腫瘍微小環境の改善」

-シンポジウム-
『がん微小環境研究からがん治療を考える』

運営委員：冨田 修平
（大阪市立大学大学院医学研究科 分子病態薬理学教室）

八代 正和 先生（大阪市立大学大学院医学研究科）
「低酸素微小環境における胃癌の病態とその制御」





参加受付について 
 次ページの参加記録票を印刷・必要事項を記入の上、参加初日に会場前受付にて下記

会費と併せて提出して下さい。 
 必要となる参加費合計額を出来る限り釣銭の無いようご準備下さい。 

研究会費 一般： 5,000 円  学生：無料 

懇親会費 一般： 5,000 円  学生：2,000 円 

 会場では常にネームカードを着用して下さい。 

 参加最終日、お帰りになる際にネームホルダはご返却下さい。 

 

お取消しについて 
 懇親会参加お取消しにつきましては、会費を頂戴する場合もございますことを予めご了承下さい。  

やむを得ずご変更されます場合は、至急事務局宛［can.hypoxia.res@gmail.com］お知らせ下

さい。  

 

一般演題ポスターアピールについて 
 一般演者のポスターアピールは 3 分間（時間厳守）で行っていただきます。 

進行はシームレスに行います。3 分になると合図があり、次の演者の 3 分のカウントが始まります。
合図と同時に発表途中でもアピールは終了と致しますので、ご了承ください。 

 次の演者は演台の横に待機して下さい。あらかじめ送付されたスライドファイルは事務局が準備
するコンピューターで順番に映写します。（セッションの終了後、事務局が責任を持って消去しま
す）。 

 質問等は、ポスターディスカッションでお願いします。 
 

※ポスターアピールは，ポスタープレゼンテーションとは異なり「アピール」の場です。

pdf の紙芝居方式による 3 分間の持ち時間を使って、自身の研究に興味を持ってもらい，後

のポスターディスカッションが有意義になるようにご活用下さい。 

内容や形式は発表者に全く委ねられていますので，オーソドックスなポスター概要プレゼ

ンでも結構ですが，イントロだけでデータはポスターディスカッションで、というものや，

自己紹介だけでももちろん結構です。  

 

一般演題ポスター掲示について 
 ポスター展示用ボードは幅 1200 ㎜×高さ 1800 ㎜を準備しております。 

演題番号（プログラム内の番号と同一）はこちらで用意致します。 
 参加受付終了後、会場内のポスターボードにある演題番号に従ってご自身で掲示をお願い致し

ます。貼付用の画鋲は準備致しますので、適宜ご使用下さい。 
 掲示したポスターは研究会終了後、各自でお持ち帰り下さい。 研究会終了後に残されたポスタ

ーは事務局にて処分致しますので予めご了承下さい。 
 

その他 
 抄録集は当日配布しません。 各自印刷してお持ちください。 
 会場の建物（医学部学舎）には，東側正門入り口からご入構ください。（次頁地図参照） 
 会場は WiFi 利用可能です。 
 2 日目のお昼に簡単な軽食を準備しておりますが、 初日は各人でおとりください。 

 



会場アクセス 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

第 17 回がんとハイポキシア研究会 参加記録票 
 

 

●ご芳名                             

 

 

下記該当欄にチェック☑と合計額のご記入をお願い致します。 

       

研 究 会    □一般：5,000 円   □学生：無料 

懇 親 会    □一般：5,000 円   □学生：2,000 円   □不参加 

  

 

 支払合計                円 

  

2019.11.16-11.17 がんとハイポキシア研究会事務局宛 
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2019 年 11 月 16 日(土) 

12：00 受付 / 開場 

12：50 開会 / 諸案内 司会進行：冨田修平 
 

13：00 シンポジウム   がん微小環境研究からがん治療を考える  
   座長：井上正宏 

  13:00〜 がんと老化における細胞老化の役割とその制御 
 原  英二先生 大阪大学微生物病研究所 遺伝子生物学分野 
      
 

   13:50〜 低酸素微小環境における胃癌の病態とその制御 
 八代正和先生 大阪市立大学大学院医学研究科 癌分子病態制御学 

 coffee break 

15：00 ポスターアピール 座長：松永慎司 
  

№ 発表者  所属 演題 

1 口丸 高弘  
自治医科大学 分子病態
治療研究センター 

がん細胞-間質細胞相互作用解析
のための近接細胞蛍光標識技術 

2 谷本 圭司  
広島大学 原爆放射線医
科学研究所 

新 規 低 酸 素 誘 導 性 転 写 因 子
GLIS1 の乳がん細胞における意
義 

3 竹永 啓三  
千葉県がんセンター研究
所 がん遺伝創薬 

細胞外小胞を介した細胞間ミトコ
ンドリア DNA 移行 

4 平野 龍一郎  
東京工業大学 生命理工
学院 

腫瘍内間質細胞の HIF 活性可視
化による悪性化機構の解明 

5 吉田 泰行  
威風会栗山中央病院 耳
鼻咽喉科・健康管理課 

癌治療に於ける高気圧酸素治療
の役割―７ 

6 潘 程  
熊本大学大学院生命科学
研究部 細胞病理学 

イカリソウ由来成分の腫瘍関連マ
クロファージの活性化制御を介した
抗腫瘍作用 

7 中西 望  
関西学院大学理工学部  
生命医化学科 

Ref-1 に よ る 低 酸 素 応 答 因 子
HIF-1αの発現調節の検討 

8 小沼 邦重  
京都大学大学院医学研究
科 クリニカルバイオリソー
ス研究開発講座 

低酸素による子宮頸部小細胞癌の
分化状態の変化 

9 宮本 康太郎  
東京工業大学 生命理工
学院 

エネルギー代謝測定による休眠が
ん細胞のミトコンドリア機能解析 
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10 青木 大智  
広島大学原爆放射線医科
学研究所 放射線災害医
療開発研究分野 

新規低酸素誘導遺伝子 EFEMP2
による NOTCH を介したがん幹細
胞性の制御 

11 北島 正二朗  
慶應義塾大学 先端生命
科学研究所 

フェイトメタボライツによる癌細胞増
殖促進機構と VHL が制御する代
謝経路の検索 

12 中村 秀明  
Department of Cell  
and Molecular Biology, 
Karolinska Institute 

Induction of Notch3 expression 
in hypoxia is depending on 
HIF-1α and PARP1 

13 秋元 美穂  
帝京大学医学部 生化学
講座 

大腸がん細胞における低酸素誘導
性 sST2 発現低下のメカニズムの
解明 

14 坂本 隆子  
自治医科大学医学部 環
境予防医学講座 

低栄養・低酸素環境下におけるレ
スベラトロールによる乳がん細胞の
アポトーシス増強 

15 永澤 秀子  岐阜薬科大学 薬化学 
強力な HIF-1 阻害作用と抗腫瘍
作用を有する架橋二環性オクタデ
プシペプチド誘導体の開発 

  

15：50 企業プレゼンテーション 進行：松永慎司 
 
  株式会社セントラル科学貿易   
   蔵並良祐 （バイオメディカルサイエンス部 メディカル課）  
   
  住商ファーマインターナショナル株式会社   
   馬場洋文 （創薬支援部バイオサイエンスグループ） 
  
        Don Whitley Scientific Ltd. 
             Lars Nordbruch（Export Sales） 

 coffee break  

16：30 シンポジウム   がん微小環境研究からがん治療を考える  

   座長：近藤科江 

   16：30～ 腫瘍血管の機能制御による腫瘍微小環境の改善 
 高倉伸幸先生 大阪大学微生物病研究所 情報伝達分野 

17：20 全体集合写真撮影 ポスター会場 

17：30 ポスターディスカッションⅠ 

18：30 懇親会    
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2019 年 11 月 17 日(日) 

9：00 受付 / 開場 

9：10 ノーベル賞受賞記念セッション  

   座長：谷本圭司 

  Semenza 研の研究手法 
 広田喜一先生 関西医科大学附属生命医学研究所 侵襲反応制御部門 
      
 

   Kaelin ラボの流儀 
 南嶋洋司先生  群馬大学大学院医学系研究科 生化学講座 
 

 coffee break 

10：20 ポスターアピール Ⅱ 座長：松永慎司 

№ 発表者  所属 演題  

16 長尾 綾子  
京都大学大学院生命科学
研究科 がん細胞生物学
分野 

低酸素環境下でp53タンパク質が
蓄積するメカニズムの解析 

 

17 諏訪 達也  

京都大学大学院生命科学
研究科 がん細胞生物学
分野 / 放射線腫瘍学画
像応用治療学 

低酸素環境下で発現上昇する新
規 分 泌 タ ン パ ク 質 HISP2 
(hypoxia-inducible secretory 
protein 2）はがん細胞の放射線
抵抗性を誘導する 

 

18 白井 友香理  
京都大学大学院生命科学
研究科 がん細胞生物学
分野 

新規低酸素誘導性分泌タンパク質
HISP2 (hypoxia-inducible 
secretory protein2)の発現制御
機構の解明 

 

19 原田 浩  
京都大学大学院生命科学
研究科 がん細胞生物学
分野 

ZBTB homodimerization; a 
target to inhibit HIF-1 
activity in p53-deficient 
cancers 

 

20 灰谷 崇夫  
京都大学大学院生命科学
研究科 がん細胞生物学
分野 / 泌尿器科学 

低酸素環境下で ATAD2 タンパク
質量が低下するメカニズムと腫瘍
生物学的意義の解析 

 

21 中山 恒  
東京医科歯科大学難治疾
患研究所 フロンティア研
究室低酸素生物学 

核に局在するピルビン酸脱水素酵
素 PDH を介した遺伝子発現制御
機構の解析 

 

22 河野 翔  
東洋大学 大学院食環境
科学研究科 

低酸素環境下の悪性中皮腫細胞
を標的としたトコトリエノールの抗
がん素材としての可能性 
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23 相田 一希  
東京工業大学 生命理工
学院 

PD-1/PD-L1 シグナル阻害ペプ
チドのフェノタイプ・スクリーニング
系の構築 

 

24 南嶋 洋司  
群馬大学大学院医学系研
究科 生化学講座 

プロリン水酸化酵素 PHD 阻害剤
(HIF-PH 阻害剤)はキヌレニン経
路の活性化を介してエンドトキシン
ショックを軽減する 

 

25 佐久間 理香  
関西学院大学理工学部 
生命医化学科 

ペリサイト幹細胞化に関与する酸
素依存因子、インスリン様成長因子
の解析 

 

26 Coppo Roberto  

Dept. Clin. Bio-
resource R&D, Grad. 
Sch. of Med., Kyoto 
Univ. 

Single-cell originated 
spheroids from colorectal 
cancer show a phenotypic 
heterogeneity among tumor-
initiating cells 

 

27 水野 克哉  
中部大学 生命健康科学
研究科 

ヘキソキナーゼ 2 は Warburg 効
果抑止の標的になるか？心筋特異
的マイクロ RNA トランスジェニック
マウスの解析より 

 

28 吉田 有沙  
東京工業大学 生命理工
学院 

生体適合性ナノデバイスを用いた
腫瘍封止療法の開発 

 

29 Purevsuren Khulan  
群馬大学大学院理工学府
物質・生命理工学領域 

Ir(III)錯体及び共焦点りん光寿
命イメージング測定法を用いた脂
肪肝の酸素イメージング 

 

30 水上 輝市  
群馬大学大学院理工学府
分子科学部門 

イリジウム錯体を用いた生体組織
内微小環境の酸素イメージング 

 

31 松永 慎司  
大阪市立大学大学院医学
研究科 分子病態薬理学 

担癌モデルマウスに対する PHD
阻害剤の効果検討 

 

11：10 ポスターディスカッションⅡ  

12：40 閉会挨拶 司会：近藤科江 

 




