
プログラム

2020 年 1月 17日（金）� 会場：42F 「富士」

9：45-10：55

一般口演①　　「基礎」

座長：田中�文啓　　��産業医科大学医学部�第 2外科学

� 吉野�知子　　��東京農工大学大学院工学研究院�生命機能科学部門

O-1� 「マイクロ流体チップによる CTC（circulating�tumor�cell）の検出」
松村�吉晃　　��鹿児島大学大学院医歯学総合研究科�顎顔面機能再建学講座 ・

顎顔面疾患制御学分野

O-2� 「血中循環がん細胞 (CTC) を光学顕微鏡で検出できる CTC完全自動分離 ・染色
システムの開発と臨床応用」
中西�速夫　　��名古屋大学大学院 消化管外科�/�愛知県がんセンター病院 遺伝子病理診断部

O-3� 「microRNA を定量検出する pH センサチップの開発」
田畑�美幸　　��東京医科歯科大学生体材料工学研究所バイオエレクトロニクス分野

O-4� 「体液中エクソソームを標的とした新規がん診断法の開発」
吉岡�祐亮　　��東京医科大学�医学総合研究所�分子細胞治療研究部門

O-5� 「エクソソーム中のメチル化マイクロ RNA に着目した新規バイオマーカー」
今野�雅允　　��大阪大学大学院�医学系研究科

O-6� 「表面プラズモン共鳴励起増強蛍光分光（SPFS）技術による新規高感度エクソソー
ム検出方法の開発」
青木�洋一　　��コニカミノルタ株式会社

O-7� 「既知コピー数の DNA を用いた Liquid�Biopsy の標準物質の開発」
大﨑�優介　　��株式会社リコー

10：55-11：25

特別講演

座長：大家�基嗣　　��慶應義塾大学医学部　泌尿器科学教室

「免疫チェックポイント阻害剤の効果とリキッドバイオプシー」
西尾�和人　　��近畿大学�医学部�ゲノム生物学講座
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11：25-11：55

スポンサードセッション１

座長：中川�徹　　��帝京大学�医学部�泌尿器科学

「進行性腎細胞がんに対する薬物療法とバイオマーカーの展望」
水野�隆一　　��慶應義塾大学�医学部�泌尿器科学教室

共催：ファイザー株式会社

12：00-13：00

ランチョンセミナー１

座長：西尾�和人　　��近畿大学医学部�ゲノム生物学講座

「肺癌における血中 Cell-free�DNA 研究のこれまでとこれから」
岩間�映二　　��九州大学病院�がんセンター�外来化学療法室 ・呼吸器科

共催：アストラゼネカ株式会社

13：10-14：00

シンポジウム 1　　「次世代デバイスの開発」

座長：池田�貞勝　　��東京医科歯科大学�医学部附属病院�腫瘍センター

S1-1� 「腫瘍内不均一性の解析に向けた CTC のシングルセル核酸解析技術」
吉野�知子　　��東京農工大学大学院�工学研究院�生命機能科学部門

S1-2� 「マイクロ流体アプローチによる高感度 Liquid�Biopsy 技術の進展」
藤井�輝夫　　��東京大学�生産技術研究所

14：00-14：40

シンポジウム 2　　「消化器癌におけるリキッドバイオプシーの現状と将来展望」

座長：中西�速夫　　��名古屋大学大学院�消化器外科

S2-1� 「腹腔内液中エクソソームを用いた胃癌腹膜播種症例のリキッドバイオプシー」
大澤�英之　　��自治医科大学附属病院臨床研究センター

S2-2� 「術後再発大腸がん患者において ctDNA変異検出と腫瘍免疫応答について」
三森�功士　　��九州大学病院別府病院�外科

第 4 回 Liquid Biopsy 研究会
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14：45-16：25

シンポジウム 4　　「泌尿器科領域における CTC,�cfDNA,�exosome の現状と展望」

座長：小川 修　　��京都大学医学研究科�泌尿器科学
� 大山 力　　��弘前大学大学院医学研究科�泌尿器科学講座

S4-1� 「CTC の同定法について ( 泌尿器科癌を中心に )」
直江�道夫　　��昭和大学�泌尿器科学講座

S4-2� 「泌尿器科領域（とくに腎細胞癌）における cfDNA研究の現状と展望」
植村�元秀　　��大阪大学大学院医学系研究科�器官制御外科学講座（泌尿器科学）

S4-3� 「循環マイクロ RNA とエクソソームによる泌尿器癌研究の展望」
占部�文彦　　��東京慈恵会医科大学�泌尿器科

S4-4� 「尿路上皮癌におけるリキッドバイオプシーの現状」
佐藤�悠佑　　��東京大学大学院医学系研究科�泌尿器外科学

S4-5� 「MCA/GCM法を用いた尿路上皮がん CTC の遺伝子解析の検討」
根岸 諒　　��東京農工大学大学院�工学研究院�生命機能科学部門

16：30-17：30

シンポジウム 5　　「乳癌におけるリキッドバイオプシーの現状と将来展望」

座長 ・ モデレーター：長田�拓哉　　��富山大学大学院医学薬学研究部�消化器 ・腫瘍 ・総合外科

S5-1� 「リキッドバイオプシーを用いたトリプルネガティブ乳癌の予後予測に関する研究」
長田�拓哉　　��富山大学�第二外科

S5-2� 「乳癌におけるリキッドバイオプシー；ctDNA の基礎と展望」
加々良�尚文　　��大阪大学大学院医学系研究科�乳腺内分泌外科

S5-3� 「乳癌診療におけるリキッドバイオプシーの将来展望」
佐治�重衡　　��公立大学法人�福島県立医科大学�医学部�腫瘍内科学講座

17：30-18：20

シンポジウム 6　　「エクソソームを用いたがん診断」

座長：桶川�隆嗣　　��杏林大学医学部�泌尿器科学

S6-1� 「Liquid�Biopsy の最前線：社会実装に向けての課題」
落谷�孝広　　��東京医科大学�医学総合研究所�分子細胞治療研究部門
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S6-2	 「エクソソームの網羅的プロテオーム解析を基盤とするがん診断技術開発」
植田	幸嗣　　		公益財団法人がん研究会	がんプレシジョン医療研究センター

18：25-19：25

イブニングセミナー

座長：荒金	尚子　　		佐賀大学医学部附属病院呼吸器内科 ・ がんセンター

「消化器がんにおける circulating	tumor	DNA解析の有用性」
中村	能章　　		国立がん研究センター東病院	臨床研究支援部門トランスレーショナルリサーチ

推進部	バイオバンク ・ トランスレーショナルリサーチ支援室／消化管内科

共催：ガーダントヘルスジャパン株式会社

2020 年 1月 17日（金）	 会場：42F 「高尾」

14：00-14：40

シンポジウム 3　　「腎移植における liquid	biopsy の展望」

座長：新村	浩明　　		公益財団法人ときわ会	常磐病院	泌尿器科

S3-1	 「腎移植における cfDNA の解析と応用	- 拒絶反応を含めたグラフト機能のバイオマー
カーとしての可能性 -」
日下 守　　		藤田医科大学	腎泌尿器外科

S3-2	 「尿中エクソソーム中mRNA解析による移植腎障害の診断」
原田 浩　　		市立札幌病院	腎臓移植外科 ・ はらだ腎泌尿器クリニック

14：40-15：10

一般口演②　　「皮膚疾患とリキッドバイオプシー」

座長：芦田	敦子　　		信州大学	皮膚科

O-8	 「自己免疫性水疱症における血清 cell	free	DNA の意義」
梶原	一亨　　		熊本大学	皮膚科

O-9	 「メラノーマ患者の血漿 cfDNA を用いた BRAF 遺伝子変異の検出」
金丸 央　　		熊本大学大学院	生命科学研究部	皮膚病態治療再建学講座

O-10	 「Circulating	tumor	DNA は治療に伴う有害事象に影響されずメラノーマの腫瘍量
を正確に反映する」
芦田	敦子　　		信州大学	皮膚科

第 4 回 Liquid Biopsy 研究会
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15：15-15：45

一般口演③　　「婦人科疾患とリキッドバイオプシー」

座長：井箟�一彦　　��和歌山県立医科大学�産科婦人科学教室

O-11� 「リキッドバイオプシーによるリアルタイムな探索により MSS から MSI-High への転化が
検出されがん免疫療法の導入に至った子宮内膜癌の 1例」
太和田�暁之　　��千葉大学医学研究院�腫瘍内科学�/�千葉大学医学研究院�消化器内科学

O-12� 「A�Silicon-based�Core-Like�Microfluidic�Chips�to�Detect�Circulating�
Rare�cells:�Validation�of�Cancer�cell�lines�and�the�Application�in�
Ovarian�Cancer」
Hei-Jen�Jou　　��Department�of�Obstetrics�and�Gynecology,�Taiwan�Adventist�Hospital,�

Taipei,�ROC�/�Department�of�Obstetrics�and�Gynecology,�National�Taiwan�
University�Hospital,�Taipei,�ROC�/�International�College�of�Semiconductor�
Technology,�National�Chiao�Tung�University,�Hsinchu,�ROC�/�Circulating�
Rare�Cell�Laboratory,�Taiwan�Adventist�Hospital,�Taipei,�ROC

O-13� 「Liquid�biopsy による進行卵巣癌術前化学療法の治療効果予測に関する検討」
野口�智子　　��和歌山県立医科大学�産科婦人科学教室�/�近畿大学医学部�ゲノム生物学教室

15：45-16：45

一般口演④　　「その他」

座長：田中�文啓　　��産業医科大学医学部�第 2外科学

O-14� 「悪性胸膜中皮腫における循環腫瘍細胞（CTC）の臨床的意義」
米田�和恵　　��産業医科大学�第２外科学

O-15� 「血清タンパク白質を用いたペムブロリズマブ治療非小細胞肺癌患者における治療効
果および免疫関連有害事象予測バイオマーカーの探索」
小柳 潤　　��和歌山県立医科大学�内科学第三講座

O-16� 「抗体ビーズ及びマイクロ流体デバイスを用いた Circulating�Tumor�Cells の分離」
太田 竜　　��日本医科大学�消化器外科

O-17� 「ナノポアによる血漿中microRNA の肝内胆管癌特異的発現パターン識別」
竹内�七海　　��東京農工大学�工学研究院

O-18� 「血液検体を対象とした次世代シークエンサーによるマルチプレックス遺伝子パネル検査
(Guardant�360®) を実施した 21 例」
太和田�暁之　　��千葉大学医学研究院�腫瘍内科学�/�千葉大学医学研究院�消化器内科学�/�

千葉大学附属病院�がんゲノムセンター

O-19� 「末梢動脈疾患による重症下肢虚血における Exosomal�microRNA発現プロファイ
ルからみたリキッドバイオプシーの可能性」
菊地�信介　　��旭川医科大学�血管外科
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16：50-17：50

一般口演⑤　　「泌尿器（前立腺癌 ・腎癌）」

座長：井川 掌　　��久留米大学医学部�泌尿器科学
� 住友 誠　　��藤田医科大学医学部�腎泌尿器外科学講座

O-20� 「転移性ホルモン感受性前立腺癌における AR-V7 の発現についての検討」
小羽田�悠貴　　��東北医科薬科大学病院�泌尿器科学

O-21� 「去勢抵抗性前立腺癌患者由来 cell-free�DNA と腫瘍 DNA の遺伝子変異の比
較検討」
水野 桂　　��京都大学大学院医学研究科�泌尿器科�/�京都大学大学院医学研究科�創薬医

学講座

O-22� 「去勢抵抗性前立腺癌における Cell-free�DNA の AR�amplification についての
検討」
畠山�真吾　　��弘前大学医学部�泌尿器科

O-23� 「神経内分泌型前立腺癌バイオマーカーとしての cell-free�DNA の有用性」
本郷 周　　��慶應義塾大学医学部�泌尿器科学教室�/�練馬総合病院�泌尿器科

O-24� 「淡明型腎細胞癌における血漿遊離DNA の VHL 遺伝子変異の検討」
赤松�秀輔　　��京都大学医学部�泌尿器科

O-25� 「尿中代謝物の組み合わせによる腎癌の診断および悪性度予測モデルの構築」
佐藤�友紀　　��東北大学大学院医学系研究科�泌尿器科学分野

2020 年 1月 18日（土）� 会場：5F 「エミネンス」

8：50-9：50

コーポレートセミナー

座長：久米�春喜　　��東京大学医学部�泌尿器科学教室

CS1� 東ソー株式会社�
「前立腺癌における�CTC診断システムと次世代システムの展望」
桶川�隆嗣　　��杏林大学医学部�泌尿器科学

CS2� バイオ ・ ラッド�ラボラトリーズ株式会社�
「Liquid�Biopsy 実施への新展開 --- バイオ ・ ラッドが提供する次世代 ddPCR と�
新たなアプリケーションを支える試薬ラインナップ」
廣中�克典　　��バイオ ・ ラッド�ラボラトリーズ株式会社

第 4 回 Liquid Biopsy 研究会
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CS3	 東京応化工業株式会社	/	ALS 株式会社 
「希少なＣＴＣの 「Lossless」 シングル解析の実現に向けて」
大坂	享史　　		東京応化工業株式会社	新事業開発部

10：00-10：50

スポンサードセッション２　　「泌尿器科領域におけるリキッドバイオプシー」

座長：藤本	直浩　　		産業医科大学医学部	泌尿器科学

「尿中エクソソームによる泌尿器科癌の診断法の開発」
藤田	和利　　		大阪大学大学院医学系研究科　器官制御外科学講座（泌尿器科学）

「病理解剖組織から見たリキッドバイオプシーの今後の課題」
橋本	浩平　　		札幌医科大学医学部	泌尿器科学講座

共催：ヤンセンファーマ株式会社

10：50-11：40

シンポジウム 7　　「呼吸器悪性腫瘍におけるリキッドバイオプシーの現状と将来展望」

座長：田中	文啓　　		産業医科大学医学部	第２外科学

S7-1	 「肺がんにおける Liquid	biopsy の今後の展開」
荒金	尚子　　		佐賀大学医学部附属病院	呼吸器内科 ・ がんセンター

S7-2	 「呼吸器悪性腫瘍における循環腫瘍細胞の臨床的意義」
田中	文啓　　産業医科大学医学部	第２外科

11：45-12：45

ランチョンセミナー２

座長：近藤	幸尋　　		日本医科大学	泌尿器科

「消化器癌における Liquid	biopsy の臨床応用」
山田	岳史　　		日本医科大学	消化器外科

共催：武田薬品工業株式会社
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12：55-14：10

シンポジウム 8　　「前立腺癌のリキッドバイオプシー最前線�―臨床応用可能か ?」

座長：野々村�祝夫　　��大阪大学大学院�医学系研究科�泌尿器科学
� 西山�博之　　��筑波大学�医学医療系�臨床医学域�腎泌尿器外科学

S8-1� 「逐次療法下における去勢抵抗性前立腺癌患者 cfDNA中のアンドロゲン受容体増
幅の臨床的検討」
坂本�信一　　��千葉大学医学部�泌尿器科

S8-2� 「前立腺癌のリキッドバイオプシー最前線�―臨床応用可能か ?」
赤松�秀輔　　��京都大学大学院医学研究科�泌尿器科学

S8-3� 「前立腺癌のリキッドバイオプシーの現況と課題」
小坂�威雄　　��慶應義塾大学医学部�泌尿器科学教室

14：15-14：50

ポスター①　　「泌尿器（尿路上皮癌）」

座長：伊藤�明宏　　��東北大学大学院医学系研究科�外科病態学講座�泌尿器科学

P-1� 「尿中細胞遺伝子プロファイリングによる非侵襲的膀胱癌診断法に関する基礎検討」
米山 徹　　��弘前大学大学院医学研究科�泌尿器科学講座�/�弘前大学大学院医学研究科�

先進移植再生医学講座

P-2� 「血清miRNA を用いた判別式は膀胱癌特異的かつ早期診断 ・発見が可能である」
薄場 渉　　��聖マリアンナ医科大学�腎泌尿器外科

P-3� 「上部尿路上皮癌患者における cfDNA�の血液バイオマーカーとしての有用性」
中野�剛佑　　��大阪大学大学院医学系研究科�器官制御外科学講座（泌尿器科学）

P-4� 「尿中 cell-free�DNA を用いた liquid�biopsy による膀胱癌の新規バイオマーカーと
しての有用性の検討」
林�裕次郎　　��大阪大学大学院医学系研究科�器官制御外科学講座（泌尿器科学）

P-5� 「筋層浸潤膀胱癌における治療経過と血中循環DNA(cfDNA）の推移」
塚原�茂大　　��九州大学大学院医学研究院�泌尿器科学分野
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14：15-14：50

ポスター②　　「消化器」

座長：太田 竜　　��日本医科大学�消化器外科

P-6� 「細胞外遊離DNA を標的としたリキッドバイオプシーの陽性対照の作製」
伊藤 信　　��宮城県立がんセンター�研究所

P-7� 「血液中遊離DNA の異常DNA メチル化検出による膵臓がん診断」
新城�恵子　　��名古屋大学大学院医学系研究科�腫瘍生物学

P-8� 「当院の膵癌症例における EUS-FNA 後の tumoremia に関する検討」
淺野�公將　　��千葉大学大学院医学研究院�消化器内科学

P-9� 「胃癌における骨格筋由来血中miR-133b によるサルコペニア病態評価と抗がん核
酸治療への応用」
木内 純　　��京都府立医科大学�消化器外科

P-10� 「血中遊離DNA を用いた胃原発滑膜肉腫の病因となる融合遺伝子 SYT-SSX の
同定」
多加喜�航　　��京都府立医科大学�消化器外科

14：15-14：43

ポスター③　　「呼吸器」

座長：米田�和恵　　��産業医科大学�医学部�第 2外科学

P-11� 「循環腫瘍細胞分離における Deterministic�Lateral�Displacement（DLD）
法を用いたサイズ分離チップの基礎検討」
森 將鷹　　��産業医科大学�第 2外科学

P-12� 「マイクロ流路チップ ・ セルソーターを用いた On-chip�Sort�system による希少細胞
高純度単離法の開発」
佐藤�孝一　　��和歌山県立医科大学�第三内科

P-13� 「ニボルマブ治療を受けた非小細胞肺癌患者の血中循環腫瘍細胞 (CTC) における
PD-L1 発現の長期的評価」
池田�美央　　��和歌山県立医科大学�内科学第三講座

P-14� 「Next-generation�sequencing(NGS) を用いた ctDNA の外科切除症例におけ
る再発予測因子としての意義」
小原�秀太　　��近畿大学病院�外科学教室�呼吸器外科
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14：15-14：50

ポスター④　　「その他」

座長：佐藤 信　　��東北医科薬科大学�泌尿器科学講座

P-15� 「ナノポア計測による DNA の一塩基変異位置の同定」
劉 娉　　��東京農工大学�生物システム応用科学府�食料エネルギーシステム科学専攻

P-16� 「リキッドバイオプシーにより病勢の評価が可能だった転移乳癌の 1例」
岡崎 智　　��旭川医科大学�呼吸器センター

P-17� 「多発性骨髄腫細胞におけるエクソソームを介した治療抵抗性獲得メカニズムの解明と
バイオマーカーとしての検討」
山元�智史　　��東京医科大学医学総合研究所�分子細胞治療研究部門�/�慶應義塾大学�薬学

部�病態生理学講座�/�国立がん研究センター研究所�細胞情報学分野

P-18� 「骨軟部肉腫における血中循環腫瘍細胞の同定」
長谷川�延彦　　��国立がん研究センター研究所�細胞情報学分野�/�順天堂大学�医学部�整形

外科学講座

P-19� 「"Universal�CTC-chip" による EMT を起こした循環腫瘍細胞の捕捉システム確立
に向けた検討」
金山�雅俊　　��産業医科大学�第 2外科学

15：00-16：15

シンポジウム 9　　「ゲノム医療の時代におけるリキッドバイオプシーの役割」

座長：古瀬�純司　　��杏林大学�医学部�腫瘍内科学
� 吉岡�祐亮　　��東京医科大学医学総合研究所 ・分子細胞治療研究部門

S9-1� 「がんゲノム医療のピットフォールとリキッドバイオプシーの役割」
中川�英刀　　��理化学研究所�生命医科学研究センター�がんゲノム研究チーム

S9-2� 「リキッドバイオプシーの臨床応用」
池田�貞勝　　��東京医科歯科大学�がん先端治療部

S9-3� 「ゲノム解析を目指した CTC診断装置の開発」
松阪 諭　　��筑波大学�医学医療系�臨床研究地域イノベーション学
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