
 
第 28回硬組織再生生物学会  

理事会・学術大会・総会のご案内（第 2報）  
 

第 28回硬組織再生生物学会理事会・学術大会・総会を下記の要領にて開催致します。
皆様の多数のご発表とご参加をお待ち申し上げます。 
 

第 28回硬組織再生生物学会学術大会・総会 
	 大	 会	 長	 	 村田	 勝	  

 
【理事会】 
日	 時：2019年 8月 23日（金）16:00〜17:30（予定） 
場	 所：北海道医療大学	 札幌サテライトキャンパス 
	 	 	 	 札幌市中央区北 4条西 3丁目	 アスティ 45ビル  12階  （札幌駅南口前） 
 
理事懇親会 
日	 時：2019年 8月 23日（金）18:00〜 
場	 所：未定 
＊理事会及び理事懇親会の詳細につきましては、各理事宛にメールで別途ご案内申

し上げます。 
 
【学術大会・総会】 
場	 所：札幌市中央区北 4条西 4丁目	 札幌国際ビル 8階  （札幌駅南口前） 
期	 日：2019年 8月 24日（土）9:00〜17:00 
 
 

演題募集要領  
1. 一般事項  
	 後掲の「抄録記載要領」を参考に、演題名、発表者名、所属、連絡先、発

表形式などを記入して、下記の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。特に若手研究者はふるってご応募お
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、

発表の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 90cm×縦 150cm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（代表発表者に下線）、所属 

2. 和文 300文字以内の要旨（目的、方法、結果、考察など簡潔明瞭に） 

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（口演あるいはポスター） 

7. A4 サイズ  １ページ以内（Wordファイル） 

 

4. 申し込み方法  

	 Word ファイルを f-harada93@hoku-iryo-u.ac.jp まで、E-mail でお送り下さい。

なお、3 日後までに受領返事がない場合には同 E-mail まで再度ご連絡下さい。 

 

5. 締め切り期日  

• 2019年 6月 21日（金）  
 

6. 問い合わせ先  
	 	 第 28回	 硬組織再生生物学会学術大会・総会 
	 	 準備委員長：原田	 文也 
	 	 	 E-mail：f-harada93@hoku-iryo-u.ac.jp 
	 	 	 Tel. 	 ：0133-23-1211（代表） 
	 〒061-0293 	 北海道石狩郡当別町金沢 1757 
	 北海道医療大学歯学部	 生体機能・病態学系顎顔面口腔外科学分野 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



＜	 抄録例	 ＞ 	  

ヒト新鮮フィブリン（CGF）/BMP-‐2	  膜の背部皮下と頭皮下における骨誘導 	  

恩地景子¹、横関健治 2、赤澤敏之³、・・・・・・・	  

¹北海道医療大学	 う蝕制御治療学分野	  

²北海道医療大学	 口腔再生医学分野	  

³北海道立総合研究機構	 工業試験場	  

	  

目的：新鮮フィブリン（CGF）に注目し、BMP-‐2	   delivery	   glue としての効果を結合組織内で観察

する。材料と方法：ヒト静脈血を遠心分離（13 分）後、中間層（フィブリン黄褐色層）を採取

した。フィブリン層を圧縮後膜状に成形した（CGF膜）。BMP-‐2溶液（0.025g/L）40μLを CGF膜

(5x5x2 ㎣)に添加後，ヌードマウス（5 週齢）の背部皮下及び骨膜上に移植した。2 週後に摘出し

て HE標本を作製した。結果及び結論：CGF/BMP-‐2群は骨及び骨髄を誘導し CGFは一部残存した。

CGF単独群はほぼ吸収された。CGF膜は BMP-‐2分子の短期的デリバリー材として骨誘導に貢献す

ることが示唆された。	  

	  

Human fresh fibrin (CGF) / BMP-2 membrane induces bone in back and head skin 

Keiko Onji1, Kenji Yokozeki2, Toshiyuki Akazawa3, ・・・・・・・ 

1 Division of Clinical Cariology and Endodontology, Health Sciences University of Hokkaido 
2 Division of Oral Regenerative Medicine, Health Sciences University of Hokkaido 
3 Department of Materials Technology, Hokkaido Research Organization 

 

 The aim of this study was to observe fresh fibrin (concentrated growth factors: CGF) as a delivery 

glue of BMP-2 in ectopic sites. Human venous blood was centrifuged, and the middle layer (fibrin 

buffy coat layer) was taken. The fibrin layer was compressed to convert to fibrin membrane (CGF). 

Forty microliter of BMP-2 solution (0.025g /L) was added into the CGF membrane (5x5x2mm3). 

CGF/BMP-2 (1µg) and CGF alone were grafted into subcutaneous tissues of back skin and supra-

periosteal tissues in nude mice (5 week-old), and explanted at 2 weeks. CGF/BMP-2 induced bone 

and marrow at 2 weeks, while CGF alone was absorbed in the skin. Fresh fibrin might be a short-term 

delivery glue for BMP-2 molecule. 

	  

連絡先：村田	 勝（北海道医療大学	  口腔再生医学分野）	  

石狩郡当別町金沢 1757	 	 0133-‐23-‐2921（直通）	  	 murata@hoku-‐iryo-‐u.ac.jp	  

	  

*	  ポスター希望 	  


