
第 51回補体シンポジウム開催のご案内 

 
下記の要領で第 51 回補体シンポジウムを兵庫県神戸市にて開催いたします。多くの皆様方のご

参加をお待ちしております。 
 
1．会	 	 	 期：	 2014年 8月 22日（金）、23日（土） 

 
2．会	 	 	 場：	 神戸常盤大学	 ４号館	 ２階	 講義室 

 〒653-0838  神戸市長田区大谷町２‐６‐２	  
TEL： 078-611-1821 （代）、078-940-2417（ダイヤルイン）  

 
3．参	 加	 費：	 参加費	 一般	 5,000 円	  学生	 2,000 円 

 懇親会費	 	 	 3,000 円 
 
4．抄 録 締 切： 2014年 7月 4日（金）必着 

 
5．抄録送付先：	 E-mail	 または CDにて送付してください。 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ① E-mail にて送付の場合 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 hotai51@kobe-tokiwa.ac.jp 
 
                  ② CDにて送付の場合 

〒653-0838  神戸市長田区大谷町２‐６‐２	  
神戸常盤大学保健科学部医療検査学科 
第 51回補体シンポジウム集会長	 畑中道代 
TEL： 078-611-1821 （代）、078-940-2417（ダイヤルイン） 
FAX： 078-643-4361（代） 
 

6．内	 	 	 容： 
招待講演：Roberta Bulla (University of Trieste)	 	 	 	 	 	 	 共催：CSLベーリング 
	 	 「Non-canonical roles of the complement system at maternal-fetal interface」 
 
特別講演１：坂口	 志文（大阪大学免疫学フロンテイア研究センター） 
	 	 「制御性 T細胞による免疫応答制御」 
 
特別講演２：木下	 タロウ（大阪大学免疫学フロンテイア研究センター・微生物病研究所） 
	 	 「補体と発作性夜間ヘモグロビン尿症」 
 
ミニシンポジウム：オーガナイザー	 大澤	 勲（順天堂大学）、堀内	 孝彦（九州大学） 
	 	 「遺伝性血管性浮腫の現状」	  
 オーバービュー：大澤	 勲（順天堂大学） 

 疫学・遺伝子：堀内	 孝彦（九州大学） 
凝固系と遺伝性血管性浮腫：森桶	 聡（広島大学） 
自己免疫異常と遺伝性血管性浮腫：本田	 大介（順天堂大学） 
羊水塞栓と C1-INH：田村	 直顕（浜松医科大学） 
まとめ：堀内	 孝彦（九州大学） 
 



ランチョンセミナー：北村	 肇（神戸常盤大学）他 
	 	 「補体測定の歴史と今後」 
 

7．集 会 予 定：8月 22日（金） 13:00	 ～	 17:30	 	 集会 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	      18:30	 ～	 20:30	 	 懇親会 
	 	 	 	 	 	 	    8月 23日（土）  9:00	 ～	 17:00	 	 集会（13:00～14:00	 総会） 
 
8．懇	 親	 会：THE  MARCUS  SQUARE  KOBE	 （集会終了後バスで移動） 

〒650-0044	 神戸市中央区東川崎町１‐３‐５	  
（神戸ハーバーランド	 ホテルクラウンパレス内）TEL:078-367-1356 
18:30 ～ 20:30	   

 
9．発 表 方 法：すべて口頭発表、PCプレゼンテーションで行います。一般演題は討論も含めて

15分間を予定しています。詳細は講演集にて御案内いたします。 
 
10．抄録作成及び送付方法： 

別紙抄録作成及び送付要項を参照の上、添付見本のように作成し（補体

研究会のホームページから Microsoft	 Word サンプルをテンプレートにお
使いください。）Word ファイル及び PDF ファイル両者を集会事務局まで

E-mail	 (hotai51@kobe-tokiwa.ac.jp)または CD でお送りください。電子
媒体のみで行いますので、ギリシャ文字などの特殊文字にご注意くださ

い。なお、送付の際には、受領書の送付先（E-mail アドレス）を明記し
て下さい。	 

	 
11.	 補体シンポジウム優秀賞：	 

別紙要項に従い、補体シンポジウムに応募された演題発表者の中から、
原則１名を「第 51 回補体シンポジウム優秀賞」として選考し、顕彰しま

す。奮ってご応募ください。	 
	 

12.	 交通費補助：学生参加者（演題発表者）には交通費の補助があります。演題送付の際、
「交通費補助希望」と明記ください。	 

	 
13.	 会場アクセス案内：	 

神戸常盤大学 
	 詳細は神戸常盤大学ホームページ（http://www.kobe-tokiwa.ac.jp/univ/）の「交通アクセス」
をご参照下さい。 

・新幹線	 新神戸駅から 市営地下鉄にのりかえ「新長田」駅下車	 北へ徒歩約 15分 
あるいはタクシー（運賃約 820円） 

・新幹線	 新大阪駅から 
JR西日本	 新快速または快速で「三宮」駅へ	  
①普通に乗り換え「新長田」駅下車	 北へ徒歩約 15分 

あるいはタクシー（運賃約 820円） 
②神戸高速鉄道・山陽電鉄	 「西代（にしだい）」駅下車	 北へ徒歩約 9分 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 タクシーは利用できません。 
 

 



 
 
 
＜最寄り駅からの順路＞	 詳しくは HP交通アクセス	 「順路を見る」をご参照ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

＜神戸常盤大学内案内図＞	 	 

 

 


