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平成３０年２月吉日 
各位 

第６回日本アミロイドーシス研究会学術集会 
大会長 樋口 京一 

信州大学医学系研究科加齢生物学・教授 

第６回学術集会 開催について 
拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 
日頃は日本アミロイドーシス研究会へご協力を賜り誠にありがとうございます。 
日本アミロイドーシス研究会はアミロイドーシスの成因と病態、診断法、治療法に関する理解

を広め、同時にわが国のアミロイドーシス研究を一層活性化する目的で、2012 年に設立されまし

た。臨床や基礎研究者による情報交換を促進し、またより広範囲な分野の研究者や、医療および

社会への応用を目指す人材への情報提供を目指して、年一回の学術集会が開催されてきました。 
1980 年に Glenner が「アミロイドーシスとはアミロイド線維と呼ばれる異常構造タンパク質が

全身の種々な部位へ沈着して、組織または臓器の機能障害を引き起こす疾患群である」との疾患

概念を提唱して以来、「アミロイドーシス」をめぐる状況は、臨床家から基礎研究者までを巻き込

み、大いに発展しました。その結果、新たな治療法が開発され、長らく治療困難と見なされてき

たアミロイドーシスは、今や不治の病と諦める疾患ではなくなりつつあります。一方で解決すべ

き課題もますます増加しているのが現状です。アミロイドーシスという疾患概念が拡大していく

中で、数多くの重要なアミロイドーシス関連疾患が提唱され、また生命現象におけるアミロイド

線維様タンパク質凝集の重要性も増加しています。そこで第 6 回アミロイドーシス研究会学術集

会を開催し「アミロイドーシスとはなんだろう？ 分子構造〜病態の理解から画期的診断〜治療

法を探る」をテーマに、アミロイドーシスの基礎・臨床研究や、診療・治療の最近の進歩を幅広

く学び、その克服をめざして討論を行います。  
 基礎から臨床に及ぶ広範囲の専門家が一堂に会し、最新の情報を提示し、議論を深め、また学

術交流を行うことは、アミロイドーシス克服のために多大に貢献し、その学術的意義は極めて深

いものであると確信しています。また専門家はもとより、アミロイドーシスに興味を持つ人材が

その基礎から臨床までの最新情報をまとめて勉強でき、また色々な分野の参加者と情報交換がで

きるまたとない機会になると信じます。 
 ぜひ学術集会への参加および演題登録、発表などご協力を賜りますようお願い申し上げます。 
 末筆ながら各先生のますますのご活躍を祈念申し上げます。 

敬具 



 

第 6 回日本アミロイドーシス研究会学術集会 開催要領 

 
１．大会の名称：第 6 回日本アミロイドーシス研究会学術集会 

    (http://www.amyloidosis.jp/jars6/) 

２．大会長：樋口 京一 （信州大学医学系研究科加齢生物学・教授） 

３．主催：第 6 回日本アミロイドーシス研究会学術集会実行委員会 

４．協賛：信州大学医学振興会 / 信州大学先鋭領域融合研究群バイオメディカル研究所 

５．会期：2018 年 8 月 25 日（土） 

６．会場：信州大学医学部附属病院 外来診療棟４Ｆ 大会議室 (長野県松本市) 

        http://wwwhp.md.shinshu-u.ac.jp （Tel: 0263-35-4600） 

     【懇親会 会場】信州大学医学部附属病院 外来診療棟５Ｆ ソレイユ 

７．事務局：第 6 回日本アミロイドーシス研究会学術集会事務局 

      〒390-8621 長野県松本市旭 3-1-1 

       信州大学医学系研究科加齢生物学（担当：宮原 大貴） 

       Tel: 0263-37-2693, Fax: 0263-37-3428 

             e-mail: agebiogm@shinshu-u.ac.jp  

       学術集会専用サイト：http://www.amyloidosis.jp/jars6/  

８．開催日程の概要 （予定） 

（１）学術集会日程と内容  

 2018 年 8 月 25 日（土） 

  受付（8:00 より） 

  総会・開会式 （8:45 – 9:00） 

    シンポジウム１ (9:00 – 10:30)  

    「アミロイドーシスの伝播現象」 

      招待講師 4 名（国内 3 名、海外１名）（予定）      

  シンポジウム２ (10:30 – 12:00)  

    「アミロイドーシス治療法の画期的発展」 

     招待講師 4 名（国内 3 名、海外１名）（予定） 

  ランチョンセミナー 1、2（12:10 – 13:10）   

  厚生労働省調査研究班連携企画 (13:20 – 14:20) 

  シンポジウム 3 (14:20 – 15:50)  

    「アミロイドーシスの診断法の発展を追う」 

      招待講師 4 名（国内 3 名、海外１名）（予定） 

  ポスター展示 (10:00 – 18:00) 

  ポスターディスカッション （16:00 - 17:00） 

    特別講演 （17:00 - 18:00）共催企画/招待講師 2 名（国内 1 名、海外１名）（予定） 

    閉会式 (18:00) 

  懇親会、優秀ポスター賞発表 (18:15 – 20:30)  

（２）参加予定者：約 180 名 

（３）成果の公表：学術集会抄録集、および研究会ホームページ 



９．大会参加費 

会員：5,000 円 

非会員：5,000 円 

学生(院生含む)：初期研修医:無料 

※学生の方は学生証等をご提示ください。 

参加証に所属·氏名をご記入の上、会場内では常時着用してください。 

   １０．懇親会費 

参加費：3,000 円（ご参加の方は 17:30 までに受付にて参加登録を済ませてください） 

会場：信州大学医学部附属病院 外来診療棟５Ｆ ソレイユ 

   １１．大会の運営 

（１）大会実行委員会： 

  委員長：樋口 京一（信州大学医学系研究科加齢生物学） 

  委 員：植田 光晴（熊本大学大学院 生命科学研究部 神経内科学分野） 

 加藤 修明 (信州大学医学部脳神経内科、リウマチ・膠原病内科) 

 齋藤 直人（信州大学先鋭領域融合研究群バイオメディカル研究所） 

 関島 良樹 (信州大学医学部脳神経内科、リウマチ・膠原病内科) 

 内木 宏延（福井大学医学部分子病理学） 

 淵田 真一 (京都鞍馬口医療センター血液内科) 

 宮原 大貴（信州大学医学系研究科加齢生物学） 

 森 政之 （信州大学先鋭領域融合研究群バイオメディカル研究所・信州大学医

学系研究科加齢生物学） 

 矢﨑 正英（信州大学先鋭領域融合研究群バイオメディカル研究所・信州大学医

学部保健学科生体情報検査学） 

 

（２）大会事務局 

          第 6 回日本アミロイドーシス研究会学術集会事務局 

     〒390-8621 長野県松本市旭 3-1-1 

          信州大学医学系研究科加齢生物学 （担当：宮原 大貴） 

          Tel: 0263-37-2693, Fax: 0263-37-3428 

          e-mail: agebiogm@shinshu-u.ac.jp  

 

（３）日本アミロイドーシス研究会事務局： 

         〒390-8621 長野県松本市旭 3-1-1 

信州大学医学部内科学（脳神経内科、リウマチ・膠原病内科） 

            Tel 0263-37-2673,  Fax 0263-37-3427   amyloidken@shinshu-u.ac.jp   

(http://www.amyloidosis.jp/) 

 



参加者の皆様へのご案内 
■受付・参加費について 

 1 ）受付場所と時間 

    参加受付は信州大学医学部附属病院 ４Ｆにて行います。 

   （受付時間は８月２５日（土）8：00～15：00） 

    

２）参加費 

①会員：5,000 円 ②非会員：5,000 円 ③学生(院生含む)：初期研修医:無料です。 

当日会場にてお支払いください。なお当日、領収書付き登録証をお引き渡し致します。  

※事前の参加登録にご協力をお願いします。※学生の方は学生証等をご提示ください 

 

■会場について 

信州大学医学部附属病院 外来診療棟４Ｆ 大会議室  (長野県松本市旭３－１－１) 

     （信州大学医学部附属病院は敷地内全面禁煙になっております） 

 

■抄録集 

日本アミロイドーシス研究会の会員の方には事前に抄録集をお送りします。当日ご持参ください。 

     非会員ならびにお持ちでない方はご購入ください（１冊／1,000 円） 

   当日、会員として入会手続きされた方には無料でお渡し致します。 

 

■ランチョンセミナー等の開催に関して 

チケット制ではありません。直接会場前にて軽食・お弁当等をお配りいたしますが、数に限りがござい

ます。先着順となりますので、予めご了承ください。 

 

■会場までのアクセス 

 1 ．リーフレットをご確認ください。 

 2 ．ホームページの学術集会サイトをご確認ください。 

   http://www.amyloidosis.jp/jars6/access/ 

 
■懇親会、優秀ポスター賞発表 

 優秀ポスター賞の発表は８月２５日（土）１８:１５～２０:３０にて懇親会場にて行います。 

 なお、懇親会参加費は 3,000 円となります。 

 
 
 

事前の参加及び懇親会への登録にご協力ください 

 



参加登録の方法に関して 

ホームページ http://www.amyloidosis.jp/jars6/よりお申込ください。 

 

  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

このバナー
をクリック 

お名前・所属先をご記入

ください。 

会員、非会員、初期研修医・

学生を選択してください 

懇親会の参加有無を記載。 

 

重要）宿泊予約について 

会期は、セイジ・オザワ松本フェスティバルなどのイベントの会期中のため、宿泊予約の混雑

が予想されます。宿泊をご予定の方はなるべく早めにお手配ください。 

 

関連サイト：http://www.amyloidosis.jp/jars6/stay/ 

 

※事務局では宿泊予約を承っておりません。ご自身でのご予約をお願い致します。 

 



一般演題／発表者の皆様へ 

1. 演題募集期間 

演題募集／2月 15 日～4月 27 日まで（予定） 

※締切直前には登録が集中しアクセスしにくくなることが予想されますので、早めのご登録

をお勧めします。 

2. 募集演題 

募集演題は「一般演題」です。 

発表形式はポスターによる発表となります。 

※口演（特別講演、シンポジウム等）の抄録は演題登録システムでは承っておりません。 

 

3. 演題登録とカテゴリー 

演題登録は全て、ホームページからのオンラインによる登録のみの受付となります。 

ホームページ：http://www.amyloidosis.jp/jars6/entry/ 

登録時には、以下の中から演題内容に最もふさわしいと考えられるものをお選びくださ

い。 

 

 

 

 

 

4. 抄録の作成方法 

演題名の文字数 全角 100 文字以内 

抄録本文の文字数 全角 600 文字以内 

図表 なし   ※筆頭演者が発表者になります。 

 

5. 倫理的配慮について 

発表にあたって、倫理的な面や個人情報保護の点からプライバシーへの配慮をお願いし

ます。 

厚生労働省から出ている「臨床研究倫理指針」を参考にしてご注意をお願いします。 

 

6. 採否について 

採否の決定は大会長にご一任ください。 

採否は 2018 年 6月下旬にご登録いただいた E-mail アドレスへ通知いたします。 

 

7. 演題登録に関するお問合わせ先 

参加・演題登録エントリー事務局 

株式会社成進社印刷 

〒390-0815 長野県松本市深志 2丁目 8-13 

TEL. 0263-32-2301 FAX. 0263-36-4691 

Email. endai.amyloidosis@seisin.cc 

AL アミロイドーシス 

ATTR アミロイドーシス 

AA アミロイドーシス 

透析アミロイドーシス 

脳アミロイドーシス 
実験的アミロイドーシス 
その他のアミロイドーシス 



ポスター発表について 

1. スケジュール 

※2017 年 12 月時点の予定です。変更となる場合があります。 
ポスター貼付／8:00 ～ 10:00 
ポスタービューイング／10:00 ～ 16:00 
ポスターディスカッション／16:00 ～ 17:00 
ポスター撤去／17:00 ～ 18:00 

2. ポスターボードサイズ 

 

3. ご発表について 

ポスターディスカッション（16:00 ～ 17:00） 
ポスターディスカッションの間、ご自身のポスター前にお立ちになり、参加者とディスカッショ

ンを行ってください。各セッションに 2 名のコメンテーターが付きます。 
発表者によるポスタープレゼンテーションは行いませんが、コメンテーターを中心に討議を行い

ます。セッションにより演題数が異なりますので時間配分はコメンテーターに適宜調整いただき

ます。 

4. 優秀ポスター賞について 

優秀ポスター賞の表彰は、懇親会（外来診療棟 5F レストラン「ソレイユ」）にて行われます。 
 

横幅 90 ㎝×高さ 210 ㎝のボードに掲示

していただきます。 

ボードの左上、20 ㎝×20 ㎝にポスター

番号を事務局にて貼付します。 

 



演題登録の方法に関して 
 

ホームページ http://www.amyloidosis.jp/jars6/ よりお申込いただけます。 
 

※業務の効率化を目指し、WEB からのお申込みのみとなります。ご協力ください。 
 

 

 

 

このバナーをク
リックします 

ここから新規
登録をします 

演題募集期間： 

２０１８年４月２７日（金）正午まで 

登録トップ画面
が開きます 

注意事項など、事前に内容をご確認ください。 

演題登録後は、演題登録の受付け期間中は登録内容の修正・

変更が可能です。（締切後は変更はできません） 

ご自身で設定したパスワードと、登録完了時に発行される 

受付番号を必ず保管しておくようお願いいたします。 

※登録完了後、登録番号が記載されたメールが届きます。 

万が一届かない場合は、正しく登録されていない可能性がありま

すので、必ず事務局へお問い合わせください。 

問い合わせメール： endai.amyloidosis@seisin.cc 

重要）宿泊予約について 

会期は、セイジ・オザワ松本フェスティバルなどのイ

ベントの会期中のため、宿泊予約の混雑が予想されま

す。宿泊をご予定の方はなるべく早めにお手配くださ

い。 

関連サイト：

http://www.amyloidosis.jp/jars6/stay/ 

※事務局では宿泊予約を承っておりません。ご自

身でのご予約をお願い致します。 



  

 

 

【抄録本文】を入力してください。 

600文字以内とします。（全角 600 文字、半角 1200 文字） 
※本文右下に入力文字数が表示されます。 
記号入力、文字装飾は下の「記号入力」パレットよりコピーして抄録本文内に
貼り付けてください。 

筆頭演者の 
【お名前・所属先・連絡先】を 

ご入力ください。 
 

共同演者の 
【所属先】を先にご入力ください。 
 

共同演者の 
【お名前】をご入力ください。 

また所属先は、上部で記載した「その他所属機関」 
の番号をチェックしてください。 
 

倫理的配慮のチェックです。 

ご自身で設定したパスワードと、登録完了時に発行される 

登録番号を必ず保管しておくようお願いいたします。 


