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（様式５） 

二国間交流事業 セミナー報告書 
 

平成 28 年 8 月 22 日 

 

独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 

 

                                     セ ミ ナ ー 代 表 者 所 属 ・ 部 局  久留米大学医学部感染医学講座              

（ふりがな）         くわの  こういち 

職・氏 名  教授  桑野 剛一           
 
 
 

1． 事 業 名 相手国名（ 韓国 ）とのセミナー（振興会対応機関：   NRF   ） 

 

 

2． セミナー名    第 13 回韓日国際微生物学シンポジウム 2016                                     

 

 

3． 期   間  平成 28年 5 月 12 日 ～ 平成 28  年 5  月 13  日（ 2  日間） 

 

 

4． 開 催 地 

（都市名と会場名）     慶州市       The K-Hotel                                 

 

5． 参加者数   日本側      29 名（うち、滞在費等本会負担  12 名） 
（代表者を含む） 

相手国側     13  名（うち、滞在費等本会負担  0 名） 
 

その他の国   0  名 
 

参加者  計  42   名 
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6．セミナー参加者 

  (1) 日本側参加者（代表者は除く。また、振興会により経費を負担された参加者には＊印を付すこと。） 

氏    名 所属・部局・職名 

堀口 安彦＊ 

中根 明夫＊ 

赤池 孝章＊ 

山崎 晶＊ 

三室 仁美＊ 

久留島 潤＊ 

中山 浩次＊ 

藤永 由佳子＊ 

永井 宏樹＊ 

清水 隆＊ 

中川 一路＊ 

浅野 クリスナ 

成田 浩司 

松永 哲郎 

Jung Minkyung 

小野 勝彦 

友安 俊文 

矢倉 大介 

遠矢 真理 

石垣 佳祐 

勝部 哲 

本多 真理子 

鳥越 祥太 

林 直樹 

関崎 勉 

川端 重忠 

岡 真優子 

山本 武司 

大阪大学・微生物病研究所・教授 

弘前大学・大学院医学研究科・教授 

東北大学・大学院医学系研究科・教授 

九州大学・生体防御医学研究所・教授 

東京大学・医科学研究所・教授 

群馬大学・大学院医学系研究科・助教 

長崎大学・大学院医歯薬学総合研究科・教授 

金沢大学・医薬保健学総合研究科・教授 

大阪大学・微生物病研究所・准教授 

山口大学・農学部獣医学科・准教授 

京都大学・大学院医学研究科・教授 

弘前大学・大学院医学研究科・講師 

弘前大学・大学院医学研究科・助教 

東北大学・大学院医学系研究科・助教 

東北大学・大学院医学系研究科・学生 

熊本大学・大学院生命科学研究部・助教 

徳島大学・大学院生物資源産業学研究部・准教授 

同志社大学・大学院生命医科学研究科・学生 

東京大学・大学院農学生命科学研究科・学生 

大阪大学・微生物病研究所・学生 

東北大学・大学院農学研究科・学生 

大阪大学・大学院歯学研究科・特任研究員 

九州大学・生体防御医学研究所・学生 

京都薬科大学・薬学部・助教 

東京大学・大学院農学生命科学研究科・教授 

大阪大学・大学院歯学研究科・教授 

京都府立大学・食保健学科・准教授 

久留米大学・医学部・助教 
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  (2) 相手国側セミナー代表者 

  所属・職名・氏名    Chung-Ang University・教授・Sang In CHUNG  

 

(3) 相手国参加者（代表者は除く。また、振興会により経費を負担された参加者には＊印を付すこと。） 

氏   名 所属・職名 

Minsang Shin 

Jae Hyang Lim 

Chul Hee Choi 

Junyoung Kim 

Sung Jae Shin 

Min-Kyoung Shin 

 

Dongwoo Shin 

Ho Seong Seo 

In-Hong Choi 

Joon Haeng Rhee 

Woo-Kon Lee 

Yoon-Won Kim 

Kyungpook National University School of Medicine・Assistant prof 

Ewha Womans University School of Medicine・Associate prof 

Chungnam National University College of Medicine・Assistant prof 

Korea National Institute of Health・Reseracher 

Yonsei University College of Medicine・Associate prof 

Gyeongsang National University Graduate School of Medicine・

Assistant prof 

Sungkyunkwan University School of Medicine・Associate prof 

Advanced Radiaion Technology Institute・Senior Scientist 

Yonsei University College of Medicine・Prof 

Chungnam National University College of Medicine・Prof 

 

Gyeongsang National University Graduate School of Medicine・Prof 

Hallym University, College of Medicine・Prof 

 

(4) 日本または相手国以外の国の参加者 

氏   名 所属・職名（国名） 

 

なし 
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7．セミナー概要（セミナーの目的・実施状況・成果等を簡潔に記載してください。） 

日韓国際微生物学シンポジウムは、日韓両国の微生物学分野でトピックであるテーマについて、

両国の研究者がそれぞれの知見を発表·意見交換をして、両国の微生物学分野の学術的発展ならび

に両国の研究者の友好促進に寄与することを目的としている。 

本シンポジウムは 1991 年より始まり、今回の 2016 年度の第 13 回韓日国際微生物学シンポジウ

ムをもって、四半世紀に渡って継続的に開催されたことになる。原則的に 2年に 1 度、日本または

韓国において開催され、これまでに黄色ブドウ球菌、化膿連鎖球菌、腸管出血性大腸菌、赤痢菌、

コレラ菌、緑膿菌、結核菌等のヒトに重症感染症を起こす病原微生物の病原性、診断、治療および

予防等についてのテーマが取り上げられてきた。

近年は、各々シンポジウムにおいて４つのトピックを選択し、１つのテーマに関して、日韓両国

からそれぞれ２人の演者が研究成果を発表する。従って、一つのテーマ（セッション）に 4人の演

者、シンポジウム全体で 16 人の演者が発表している。また、2名の座長（両国より其々1名）が各

セッションテーマを担当する。さらに、恒例として、非開催国（第 13 回韓日国際微生物学シンポ

ジウムでは日本）の研究者が特別講演を行うことになっている。また、両国の若手研究者が参加す

るポスター発表セッション（1時間）をシンポジウムセッションの間に設けている。

今回のシンポジウムのトピックは 1. Pathogenesis in intracellular bacterial infection 2. 

Bacterial effectors and host defense  3. Innate immune sensing of bacterial infection  4. 

New approaches and concepts in human pathogenic bacteria 等を取り上げた。また赤池孝章教

授（東北大学）による「細菌感染における酸化ストレスシグナル制御と感染防御論」の特別講演が

あった。シンポジウムセッションでは、サルモネラ感染症の病態解析、レンサ球菌の細胞侵入性と

病態、レジオネラ菌およびヘリコバクターピロリ菌の分泌装置と宿主応答、結核菌およびビブリオ

の感染初期における宿主の認識機構、レンサ球菌の感染病態のゲノムによる解析、口腔内細菌の新

規の分泌装置と病態等についての研究発表があった。 

過去のシンポジウムと同様に今回のシンポジウムにおいても、日韓両国の微生物学者が 4つのシ

ンポジウムのトピックについての最新の知見を発表し、その後熱心な討議がなされた。また、ポス

ターセッションでは両国の若手の研究者を含めた参加者が熱心に発表者と議論をした。本シンポジ

ウムの成果として、今後、微生物感染症における診断、治療、予防、さらには医療·保健分野にお

ける学術的貢献が期待される。さらに、本シンポジウムに参加した若手研究者には、将来、両国に

おける微生物学研究をリードできる指導的研究者に成長することを願っている。




