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写真 2 「Vaccine

and Immunity」
セッション座長の石井 健先生
（右上）
，演者の岩崎明子博士
（左上）
とAlessandro Sette 博士
（下）
．

写真 3 各賞表彰式と受賞講演で司会を務める竹田 潔総務委員長．

の免疫応答データが紹介された．
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（写真 3）．感染リスクを回避する

1 つであることを示 した ．Josef

膜ワクチン開発 ，オルガノイドを

ため，日本免疫学会理事長（当時）

Penninger 博士は ， 組換えヒト

用いたSARS-CoV2感染モデル研究

でもある清野 宏学術集会長と遠隔
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介された．コロナ制圧タスクフォー
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夕方には，レビュートークとパネ
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写真 4 パネルディスカッションのパネリスト．上段左から，石井 健先生，金井隆典先生，高橋宜聖先生．中段，
司会の反町典子先生．下段中央から，今井由美子先生，宮坂昌之先生．

ルディスカッション
「Current Status
and Mystery of COVID-19」
を企
画した（写真4）．関連基礎・臨床
学会会員や学生を含む多くの視
聴者が見込まれたため，あえて日
本語で行い ，外国人視聴者向け
に同時通訳を付けた ．レビュー
トークでは，宮坂昌之博士により，
SARS-CoV2 感染時の免疫応答と
重症化機構の因果関係，免疫記憶

写真 5 開会挨拶をする筆者．

の持続期間，抗体の功罪，交差免
疫の可能性，集団免疫の概念と日

その後，私から，関係者への感謝

本の現状に関して概説いただいた． を述べ閉会した（写真 5）．最終的
直後のパネルディスカッションで

に ，海外から 13 カ国 25 名を含む

は，諸外国で報告されている重症

1,224 名（会員 769 名 ，非会員 455

化関連宿主因子が日本人には該当

名）に参加いただいた．

しない可能性，日本人の重症化機

バタバタと準備しながら当日を

構を解明するためのデータベース

迎えたが，終了後，多くの先生方

構築の現状，研究者がアクセスし

から「時期適切なテーマで内容も充

やすいバイオバンク整備の重要性， 実していた」と感想をいただき安堵
BCG摂取によるtrained immunity

した．今後，ワクチン接種がすみ

誘導の可能性，免疫記憶の持続時

やかに進み，オンラインではなく

間，日本の科学技術政策の問題点

オンサイトで学術集会が行える日

などに関して，反町典子博士の司

が来ることを切に願っている．

会により，パネリストから熱のあ
る議論を引き出していただいた．
（出典：感染・炎症・免疫 Vol.51 No.2, 63-65, 2021）
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