
2015年3月14日㈯
京都劇場
京都府京都市下京区烏丸通塩小路下る 京都駅ビル内

13：30～17：00（開場13：00予定）

日　

時対　

象
／
一
般
の
方

会　

場

先進医療推進機構・京都大学iPS細胞研究所共催シンポジウム

先進医療推進機構・京都大学iPS細胞研究所 共催シンポジウム事務局宛（株式会社インターグループ内）お問い合わせ先
〒531-0072 大阪市北区豊崎3-20-1 インターグループビル　TEL： 06-6372-3053　FAX： 06-6376-2362　E-mail： ampo-cira2015@intergroup.co.jp

会場URL www.kyoto-gekijo.com/

（JR京都駅「中央改札口」からすぐ）

主催

◉JR京都駅の中央改札口より徒歩すぐ　◉京都市市営地下鉄烏丸線京都駅の中央1改札口より徒歩すぐ
◉近鉄京都駅より徒歩5分

参加費

無 料
定員800名
（申込先着順）

■演■演■演■演■演■演■演■■演■■演演演者・者・者・者・者・者・者・者・者者者者者者者 演題演題演題演題演題演題演題演題演題題題題演演題

「がん治療の革命・ウィルス療法」
藤堂 具紀教授
（東京大学医科学研究所 先端医療研究センター 先端がん治療分野）

「細胞シートを用いた心筋再生医療の未来」
澤　芳樹教授
（大阪大学大学院医学系研究科 外科学講座心臓血管外科学）

「iPS細胞が拓くこれからの医療」
山中 伸弥教授/所長
（京都大学iPS細胞研究所 初期化機構研究部門）

「倫理の窓から見たiPS細胞」
藤田 みさお准教授
（京都大学iPS細胞研究所 上廣倫理研究部門）
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京都大学 iPS細胞研究所
（サイラ）CiRA

第2回 先進医療推進フォーラム
第5回 CiRA一般の方対象シンポジウム

武田 隆久（武田病院グループ理事長）

先端医療
～治らない病気への挑戦～

■お申し込み先 先進医療推進機構 HP http://ampo.jp 京都大学iPS細胞研究所 HP https://www.cira.kyoto-u.ac.jp

大会長

お申し込み等の詳細については
  裏面をご覧ください。



※ご記入いただいた個人情報は、当シンポジウムに関する範囲外では使用いたしません。

フリガナ

氏　　名 年　齢
※特に所属がない方は「なし」とご記入ください。

会社・
学校名

住　　所　

電話番号

質問及び備考欄（講演者への質問があればご記入ください。また、車椅子でご参加の方は、その旨ご記入ください。）

FAX

〒　　　　-

先進医療推進機構・京都大学iPS細胞研究所共催シンポジウム

先進医療推進機構・京都大学iPS細胞研究所 共催シンポジウム事務局宛（株式会社インターグループ内）お問い合わせ先
〒531-0072 大阪市北区豊崎3-20-1 インターグループビル　TEL： 06-6372-3053　FAX： 06-6376-2362　E-mail： ampo-cira2015@intergroup.co.jp

お申し込み用紙（FAX：06-6376-2362）

お申し込み方法

WEB

定員に達し次第、受付を終了いたします。締切後にお申し込みされた場合は、参加不可の旨ご連絡差し上げますのでご了承ください。
参加者の方々には、2月下旬に参加証を送付いたしますので、当日必ずご持参ください。

一般財団法人 先進医療推進機構（AMPO）または、京都大学iPS細胞研究所（CiRA）ホームページの「先端医療～治らない病気への挑戦～」
申し込みフォームからお申し込みください。

FAX 下記の「お申し込み用紙」をご記入のうえ、FAX.06-6376-2362までお申し込みください。

ハガキ

氏名・連絡先（住所、メールアドレス、電話番号、FAX番号など）、講演者への質問をご記入のうえ、次の宛先までお申し込みください。
また、車椅子でご参加の場合は、その旨記載ください。

京都大学iPS細胞研究所 HP： https://www.cira.kyoto-u.ac.jp先進医療推進機構 HP： http://ampo.jp

〒531-0072 大阪市北区豊崎3-20-1 インターグループビル
先進医療推進機構・京都大学iPS細胞研究所 共催シンポジウム事務局宛（株式会社インターグループ内）

司会 ： 河内 理恵（元NHK大阪放送局ニュースキャスター）第1部 講演

第2部 Q&Aセッション（会場からの質問コーナー）

■先端医療～治らない病気への挑戦～

藤堂 具紀教授
東京大学医科学研究所 先端医療研究センター 
先端がん治療分野

「がん治療の革命・ウィルス療法」

澤　芳樹教授
大阪大学大学院医学系研究科 外科学講座心臓血管外科学

「細胞シートを用いた心筋再生医療の未来」

山中 伸弥教授/所長
京都大学iPS細胞研究所 初期化機構研究部門

「iPS細胞が拓くこれからの医療」

藤田 みさお准教授
京都大学iPS細胞研究所 上廣倫理研究部門

「倫理の窓から見たiPS細胞」

第2回 先進医療推進フォーラム
第5回 CiRA一般の方対象シンポジウム

武田 隆久（武田病院グループ理事長）大会長

第1部のみUstreamでのライブ
配信を予定しています。



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 144
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 144
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005B514330683059308B30BB30C330C80020003A30AB30F330D5309A005D00209AD854C18CEA51FA529B7528002000410064006F0062006500200050004400460020658766F8306E4F5C6210306B4F7F75283057307E30593002537052376642306E753B8CEA3092670059279650306B4FDD306430533068304C3067304D307E3059300230C730B930AF30C830C330D730D730EA30F330BF3067306E53705237307E305F306F30D730EB30FC30D57528306B9069305730663044307E305930023053306E8A2D5B9A30674F5C62103055308C305F0020005000440046002030D530A130A430EB306F3001004100630072006F0062006100740020304A30883073002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000204EE5964D3067958B304F30533068304C3067304D307E30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




