
第 2回 大阪大学ーカロリンスカ研究所
合同シンポジウム「がん・再生」　
2016 年 4 月 27 日（水）9:30 - 17 :00
大阪大学 銀杏会館３Ｆ 阪急電鉄・三和銀行ホール

主催：大阪大学大学院医学系研究科
共催：IPBS ( 生体統御ネットワーク医学教育プログラム）
後援：グローバルヘルスイニシアティブ
お問い合わせ先：consult@ghi.med.osaka-u.ac.jp

10 :00-10 :30　澤　芳樹 （心臓血管外科学）
 　　　　 「心筋再生治療の開発」

10:30-11 :00　Galina Selivanova
 　　　 　“Pharmacological reactivation of p53 to treat cancer”

11 :15-11 :45　西田　幸二 （眼科学）
 　　　　 「ヒトiPS 細胞からの協調的な眼組織発生と角膜機能の回復」

11:45-12 :15　Ola Hermanson
 　　　 　“Regulation and detection of neural and glioma stem cell state: New tricks for old dogmas”

12 :15-12 :45　金田　安史 （遺伝子治療学）
 　　　　 「不活性化センダイウイルス粒子 (HVJ-E) を用いた癌免疫療法の新戦略」

14:00-14 :30　森　正樹 （消化器外科学）
 　　　 　「消化器癌の癌幹細胞」

15:00-15 :30　菊池　章 （分子病態生化学）
 　　　 　「Dickkopf1の新規受容体として機能する CKAP4 の癌治療における分子標的としての可能性」

15:45-16 :15　Boris Zhivotovsky
 　　　　 “miRNA's role in sensitivity of lung adenocarcinomas to treatment”

16 :15-16 :45　吉森　保 （遺伝学）
 　　　 　「オートファジーの膜動態と疾患における役割」

14:30-15 :00　Marianne Farnebo
 　　　　 “Roles of WRAP53 and noncoding RNA in DNA repair and cancer development”

9 :30-9 :40　　澤　芳樹　  （大阪大学大学院医学系研究科長）
9:40-9 :50　　Klas Kärre     （カロリンスカ研究所教授）
9:50-10 :00　  松本　英登（文部科学省高等教育局高等教育企画課国際企画室長）

11:00-11 :15　休憩

15:30-15 :45　休憩

12:45-14 :00　昼食

開会のご挨拶



2nd KI-OU Joint Symposium
April 27 (Wed) 2016,  9:30 - 17:00
Graduate School of Medicine, Osaka University

10:00-10:30　Yoshiki Sawa
 　　　“Development of myocardial regeneration therapy”

10:30-11:00　Galina Selivanova
 　　　“Pharmacological reactivation of p53 to treat cancer”

11:15-11:45　Koji Nishida
 　　　“Co-ordinated ocular development from hiPSCs and recovery of corneal function”

11:45-12:15　Ola Hermanson
 　　　“Regulation and detection of neural and glioma stem cell state: New tricks for old dogmas”

12:15-12:45　Yasufumi Kaneda
 　　　“New strategies for cancer immunotherapy based on inactivated Sendai virus particles (HVJ-E)”

14:00-14:30　Masaki Mori
 　　　“Cancer stem cells of digestive organs”

15:00-15:30　Akira Kikuchi
 　　　“CKAP4 functions as a novel receptor for Dickkopf1 and might represent a therapeutic target 
 　　　 for cancers”

15:45-16:15　Boris Zhivotovsky
 　　　“miRNA's role in sensitivity of lung adenocarcinomas to treatment”

16:15-16:45　Tamotsu Yoshimori
 　　　“Insights into membrane dynamics of autophagy and its roles in diseases”

14:30-15:00　Marianne Farnebo
 　　　“Roles of WRAP53 and noncoding RNA in DNA repair and cancer development”

9:30-9:40　　Yoshiki Sawa（Dean, Graduate School of Medicine, Osaka University）

9:40-9:50　　Klas Kärre（Professor, Karolinska Institutet）

9:50-10:00　  Hideto Matsumoto（Ministry of education, culture, sports, science and technology）

11:00-11:15　Break

15:30-15:45　Break

12:45-14:00　Lunch

Opening remarks

Graduate School of Medicine, Osaka University
IPBS (Interdisciplinary Program for Biomedical Sciences）
Global Health Initiative
contact: consult@ghi.med.osaka-u.ac.jp


