
第 26回硬組織再生生物学会  

学術大会・総会のご案内（第 2報）  

 
第 26回硬組織再生生物学会学術大会・総会を下記の要領にて開催いたします。
皆様の多数のご発表とご参加をお待ち申し上げます。 
 

第 26回硬組織再生生物学会学術大会・総会 
大 会 長	   辻極	 秀次	  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
	 場	 所：岡山大学歯学部 
	 期	 日：2017年 8月 18（金）、19日（土） 
 

演題募集要領  

1. 一般事項  
後掲の「演題抄録 作成例」を参考に、演題名、発表者名、所属、連絡先、発表

形式等を記入して、下記の学会準備委員会事務局宛にお送り下さい。本大会も優秀

なプレゼンテーションの表彰を行います。“口演”と“ポスター”の各演題から 1
演題程度を表彰する予定です。特に若い先生方は奮ってご応募お願い致します。 

 
2. 発表形式  
	 口演形式とポスター形式の 2通りです。第１希望の発表形式を抄録に記載して下
さい。演題数によってはご希望に添えない事もあります。その場合、発表形式の決定

は事務局に御一任下さい。 
 
	 1）口演形式：発表時間７分＋質疑応答３分＝計 10分を予定しております。 
                液晶プロジェクター１台（パワーポイントで作成願います） 
  2）ポスター形式：自由討論時間として１時間を予定しております。 
                    横 90㎝×縦 150㎝程度のスペースを予定しております。 
 
	 	 	 	 	 ＊発表要領の詳細は各演者の先生に別途、ご連絡申し上げます。 
 
 
 

 



3. 抄録記載要領  
1. 和文演題名、発表者名、所属（代表発表者に下線） 
2. 和文 300字以内の発表内容の要旨（目的、方法、結果、考察等簡潔明瞭に） 
3. 英文の演題名、発表者名（フルネーム）、所属 
4. 英文 100 words程度の発表内容の要旨（和文の内容と一致させて下さい） 
5. 連絡先 
6. 希望する発表形式（口頭かポスター） 

 
4. 申し込み方法  

e-mailで gmd422094@s.okayama-u.ac.jpまで wordファイルを添付してください。な
お，3日後までに受領の返信がない場合には同 e-mailまで再度ご連絡下さい。 

 
5. 問い合わせ先	 	  
	 	 〒700-8525	 岡山市北区鹿田町 2-5-1   
	 	 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科口腔病理学分野 
       第 26回	 硬組織再生生物学会学術大会・総会 
	  準備委員長：高畠	 清文	 E-mail: gmd422094@s.okayama-u.ac.jp	  
   TEL：086-235-6651	 FAX：086-235-6654 
 

6. 締切期日  
	 	 ＊2017年 6月 30日（木） 
 
7.	 理事会	 	           
	   日	 時：8月 18日（金）16：00〜17：30（予定） 
	   場	 所：岡山大学歯学部 4階	 第 2講義室	 	  
  
	 理事懇親会	             
	 日	 時：8月 18日（金）18：00～ 
	 場	 所：岡山大学鹿田キャンパス医学部記念会館カフェテリアバンビ 
	  	 	 	  岡山県岡山市北区鹿田町 2−5−1 
	 	 	 	 	  電話：086-235-7047 
	 	 	 	 詳細は別途ご連絡、申し上げます。 
理事会および理事懇親会の詳細につきましては、各理事宛に別途、メールにて

ご案内申し上げます。 



演題抄録  作成例  

 

IL-17Aは骨芽細胞の細胞外マトリックスタンパク発現を増加させる 

 

桑原亜貴子 1，川戸貴行 1, 2，前野正夫 1, 2 

1日本大学歯学部衛生学講座 
2日本大学歯学部総合歯学研究所機能形態学部門 

 

	 IL-17A が，ROS17/2.8 細胞の細胞外基質タンパク (ECMP) およびシクロオキシゲナ

ーゼ (COX) 発現，プロスタグランジン (PG) E2産生に及ぼす影響を調べた。IL-17Aは，

I型コラーゲン，骨シアロタンパク，オステオポンチン，オステオカルシンおよび COX-2

発現と PGE2産生を増加させたが，COX-1発現には影響しなかった。COX-2選択阻害剤

は，IL-17A による PGE2産生増加を抑制したが，ECMP の発現増加を抑制しなかった。

これらの結果から，IL-17A は骨芽細胞の ECMP 発現を増加させるが，この増加には，

IL-17A誘導性の PGE2の autocrine作用は関与しないことが明らかになった。 

 

Interleukin-17A induces extracellular matrix protein expression in osteoblastic ROS17/2.8 

cells 

Akiko Kuwabara 1, Takayuki Kawato 1,2, and Masao Maeno 1,2 

1Department of Oral Health Sciences, Nihon University School of Dentistry, Tokyo, Japan 
2Division of Functional Morphology, Dental Research Center, Nihon University School of 

Dentistry, Tokyo, Japan 

 

We examined the effect of interleukin (IL)-17A on extracellular matrix proteins (ECMPs) and 

cyclooxygenase (COX) expression and prostaglandin (PG) E2 production in osteoblastic 

ROS17/2.8 cells. The expression of type I collagen, bone sialoprotein, osteocalcin, osteopontin, 

and COX-2, and PGE2 production were increased in the presence of IL-17A, whereas COX-1 

expression was unaffected. The COX-2 specific inhibitor blocked IL-17A-induced PGE2 

production, but it did not affect IL-17A-induced ECMPs expression. These results suggest that 

IL-17A stimulates ECMP expression in osteoblasts; however, the stimulatory effect of IL-17A 

on ECMP expression is independent of the indirect effect of IL-17A-induced PGE2. 

 

連絡先：川戸貴行（日本大学歯学部衛生学講座）	 

	 	 	 	 東京都千代田区神田駿河台1-8-13	 TEL:03-3219-8128，FAX:03-3219-8138	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 e-mail:	 kawato.takayuki@nihon-u.ac.jp	 

希望する発表形式：口頭発表	 


