
プログラム

2021 年 1月 22日（金）� 第 1会場：南館 4階 「扇」

8:45-10:50

シンポジウム１　　「リキッドバイオプシーの社会実装への期待と課題」

座長：山田�岳史　　�日本医科大学医学部�消化器外科学
� 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� 「血中循環がん細胞（CTC) のシングル細胞解析によるがんの発症（再発）リスク�
診断法の確立とがん予防ワクチンへの応用」
中面�哲也　　�国立がん研究センター　先端医療開発センター　免疫療法開発分野

S1-2� 「リキッドバイオプシーの社会実装への期待と課題」
西尾�和人　　�近畿大学医学部ゲノム生物学

S1-3� 「泌尿器腫瘍領域を中心としたマイクロ RNA の現状と今後の課題」
薄場�　渉　　�聖マリアンナ医科大学　腎泌尿器外科

S1-4� 「リキッドバイオプシーの社会実装へ、 検診機関から考える課題」
小西�　宏　　�公益財団法人日本対がん協会

S1-5� 「Liquid�Biopsy を人間ドック ・ 健診に活用するための課題と背景」
高谷�典秀　　�特定非営利法人　日本人間ドック健診協会、 医療法人社団　同友会、

順天堂大学循環器内科、 武蔵丘短期大学

11:00-12:00

特別講演　　

座長：三森�功士　　�九州大学病院別府病院　外科

� 「リキッドバイオプシーは医療をどう変えるか〜現在と未来」
加藤�　健　　�国立がん研究センター中央病院
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12:15-13:15

ランチョンセミナー 1　　

座長：古瀬�純司　　�杏林大学　医学部　腫瘍内科学

LS1-1� 「消化器癌におけるリキッドバイオプシーの新展開―大腸癌に焦点を当てて」
吉野�孝之　　�国立がん研究センター東病院

共催：武田薬品工業株式会社

13:25-15:25

シンポジウム 2　　「リキッドバイオプシーの新たなモダリティー」

座長：久米�春喜　　�東京大学医学部泌尿器科学教室
� 福原�　浩　　�杏林大学医学部泌尿器科学

S2-1� 「AI の臨床診断への応用：その可能性と課題」
浜本�隆二　　�国立がん研究センター研究所、 理化学研究所革新知能統合研究センター

S2-2� 「メタボロミクスによるがんバイオマーカー探索」
吉田�　優　　�神戸大学大学院医学研究科病因病態解析学分野

S2-3� 「尿リキッドバイオプシーによる腎臓組織障害」
山本�　格　　�新潟大学大学院医歯学総合研究科　生体液バイオマーカーセンター、 信楽園病院

S2-4� 「エクソソーム中変異タンパク質を用いたがんリキッドバイオプシー技術開発」
箱崎�勇治　　�公益財団法人がん研究会、

東京大学大学院医学系研究科�外科学専攻�泌尿器外科学

S2-5� 「血中遊離DNA におけるゲノム signature の検出および早期診断 ・再発リスク�
予測システムの開発」
黒田�雅彦　　�東京医科大学　分子病理学分野

S2-6� 「がん診断バイオマーカー探索から社会実装 ・国際協働による展開」
本田�一文　　�日本医科大学大学院医学研究科　生体機能制御学分野、

国立がん研究センター研究所　早期診断バイオマーカー開発部門

第 5 回 Liquid Biopsy 研究会
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15:30-16:00

スポンサードセッション B-1　　

座長：田中�文啓　　�産業医科大学医学部第２外科学

SSB1-1� 「肺癌におけるリキッドバイオプシーの有用性と肺癌治療の最新知見」
大平�達夫　　�東京医科大学　呼吸器 ・甲状腺外科学分野

共催：小野薬品工業株式会社 /�� 　　　　　　�
ブリストル ・ マイヤーズ�スクイブ株式会社

16:00-16:30

スポンサードセッション B-2　　

座長：桶川�隆嗣　　�杏林大学医学部泌尿器科学

SSB2-1� 「血中、 尿中エクソソームを利用した泌尿器がん診断」
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

共催：ファイザー株式会社 /�　　　　�
メルクバイオファーマ株式会社

16:30-17:50

シンポジウム 3　　「リキッドバイオプシーで新型コロナウイルス対策に挑む」

座長：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
� 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

S3-1� 「エクソソームおよび循環 RNA を用いた COVID-19 早期重症化予測」
藤田�　雄　　�東京慈恵会医科大学エクソソーム創薬研究講座、

東京慈恵会医科大学内科学講座呼吸器内科

S3-2� 「SATIC 法の原理と COVID-19 簡易検査への応用」
桒原�正靖　　�日本大学文理学部化学科

S3-3� 「血液中の液性因子を用いた COVID-19 の重症化予測」
杉山�真也　　�国立国際医療研究センター

� 「総括」
コメンテーター：�下荒磯�誠　　�内閣官房　新型コロナウイルス感染症対策本部事務局　

新型コロナウイルス感染症対策推進室
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18:00-19:00

イブニングセミナー　　「エクソソームをターゲットとした疾患の早期診断と治療」

座長：黒田�雅彦　　�東京医科大学医学部

� 「エクソソームをターゲットとした膵臓がんの早期発見と治療モニター」
水谷�隆之　　�テオリアサイエンス株式会社、�

東京医科大学　医学総合研究所　細胞外小胞創薬研究講座

� 「エクソソームによる疾患診断と治療の最前線」
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

共催：テオリアサイエンス株式会社

第 5 回 Liquid Biopsy 研究会
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2021 年 1月 23日（土）� 第 1会場：南館 4階 「扇」

8:45-9:35

スポンサードセッション A-1　　「前立腺がん領域におけるリキッドバイオプシー」

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

SSA1-1� 「血中マイクロ RNA とエクソソームを利用した前立腺癌治療の可能性」
占部�文彦　　�東京慈恵会医科大学��泌尿器科

SSA1-2� 「CRPC における Liquid�biopsy の有用性と課題：糖鎖と cfDNA を用いた検討」
畠山�真吾　　�弘前大学大学院医学研究科　先進血液浄化療法学講座

共催：ヤンセンファーマ株式会社

9:35-10:25

スポンサードセッション A-2　　

座長：夏目�　徹　　�国立研究開発法人産業技術総合研究所　生命工学領域　細胞分子工学研究部門

SSA2-1� 「血漿プロテオミクスと血漿メタボロミクス ・ リピドミクスによる臨床検体解析」
小田�吉哉　　�東京大学大学院医学系研究科

共催：オーリンク株式会社

10:30-11:38

コーポレートセミナー　　

座長：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

CS-1� 「血中循環腫瘍細胞の１細胞分取装置」
益田�泰輔　　�メドリッジ株式会社（兼�東京大学大学院工学系研究科）
松阪�　諭　　��筑波大学医学医療系

共催：メドリッジ株式会社

CS-2� 「CTC�を用いた表面マーカー及び遺伝子変異解析受託サービス」
丸谷　曜子　　�株式会社住化分析センター経営推進本部技術開発センター　

ライフサイエンスグループ

共催：株式会社住化分析センター
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CS-3� 「エクソソームの単離とマイクロ�RNA�解析」
近藤　哲司　　東レ株式会社新事業開発部門�DNA�チップグループ

共催：東レ株式会社

CS-4� 「Liquid�Biopsy�実施への新展開�―バイオラッドが提供するアプリケーションと試薬�
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ライフサイエンス事業部営業部��

アプリケーションスペシャリスト

共催：バイオ ・ ラッド�ラボラトリーズ株式会社

11:50-12:50

ランチョンセミナー 2　　

座長：大家�基嗣　　�慶應義塾大学　医学部　泌尿器科学教室

LS2-1� 「LBx の多様な臨床活用の可能性〜 ctDNA を中心として」
西尾�和人　　�近畿大学医学部　ゲノム生物学教室

共催：中外製薬株式会社

13:00-13:50

スポンサードセッション A-3　　

座長：花岡�秀樹　　�イルミナ株式会社　マーケティング部

SSA3-1� 「イルミナが提供する包括的リキッドバイオプシーパネル -TSO500�ctDNA�のご紹介」
北野�敦史�　　�イルミナ株式会社　技術営業部

SSA3-2� 「非小細胞肺癌における血漿を用いたリキッドバイオプシーの現状と今後への期待」
吉田�達哉　　�国立がん研究センター中央病院　呼吸器内科 /先端医療科

共催：イルミナ株式会社／ArcherDx�LLC.

13:55-15:15

シンポジウム 4　　「話題のリキッドバイオプシー」

座長：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

S4-1� 「「アミノインデックス技術」 を用いた血漿アミノ酸濃度バランスに基づく健康リスク評価」
萩原�麻美　　�味の素株式会社バイオファイン研究所��

マテリアル＆テクノロジーソリューション研究所素材開発研究室��
アミノインデックス＆サポーティブケアグループ

第 5 回 Liquid Biopsy 研究会
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S4-2� 「マイクロ RNA チップを用いた血清中マイクロ RNA検出によるがんスクリーニングの�
検討」
橋本�幸二　　�株式会社東芝研究開発センター

S4-3� 「高性能DNA チップを用いた血中miRNA検出による liquid�biopsy の可能性」
滝澤�聡子　　�東レ株式会社新事業開発部門DNA チップグループ

S4-4� 「多孔質ガラスフィルター技術を用いたエクソソーム分離カラムの開発」
木原�直人　　�AGC株式会社

S4-5� 「尿中miRNA をバイオマーカーとしたがんの早期診断」
市川�裕樹　　�Craif 株式会社、 名古屋大学　未来社会想像機構

S4-6� 「末梢血中の小分子RNA におけるがん特異的な予測モデル構築上の課題に対する
機械学習によるアプローチ」
林�さくら　　�株式会社ミルテル

S4-7� 「がんの早期発見検査システムに向けた、 血漿miRNA検出系の構築」
神田�将和　　�株式会社 PFDeNA

S4-8� 「エクソソーム表面抗原を用いた高感度エクソソーム定量測定法の開発とその応用」
園田　�光　　�株式会社ハカレル

15:20-16:20

シンポジウム 5　　「画像診断�VS�リキッドバイオプシー（泌尿器科領域）徹底討論」

座長：近藤�幸尋　　�日本医科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

S5-1� 「機能的画像診断を使用した前立腺癌に対する個別化診療：oligometastatic�
disease に対する局所治療」
吉田�宗一郎　　�東京医科歯科大学大学院腎泌尿器外科学

S5-2� 「泌尿器癌治療における Liquid�Biopsy 最前線」
赤松�秀輔　　�京都大学大学院医学研究科泌尿器科学講座

S5-3� 「泌尿器科領域におけるリキッドバイオプシーの現況」
福原　�浩　　�杏林大学医学部泌尿器科学
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2021 年 1月 23�日（土）� 第２会場（WEB配信会場）：南館 3階 「グレースルーム」

9:10-10:20

一般口演 A-1　　「CTC によるリキッドバイオプシー�」

座長：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-1� 「疾病関連細胞膜タンパク質を電気化学的に検出する小型センサの開発」
田畑�美幸　　�東京医科歯科大学生体材料工学研究所

O-2� 「サイズ分離デバイスとセルソーターを用いた循環腫瘍細胞のシングルセル解析法の確立」
金山�雅俊　　�産業医科大学　第２外科

O-3� 「血中循環がん細胞 (CTC) を CytoKeratin 免疫染色で光学顕微鏡で検出できる
CTC自動分離 ・標本作成装置の開発と臨床応用」
中西�速夫　　�名古屋大学大学院医学研究科　消化器外科学、�

愛知県がんセンター病院　遺伝子病理診断部

O-4� 「末梢血 RHOA�G17V 変異陽性を認めた血管免疫芽球性 T細胞性リンパ腫
(AITL) の 5 症例」
前迫�善智　　�社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会野江病院��血液 ・ リウマチ内科

O-5� 「去勢抵抗性前立腺癌における血中循環腫瘍細胞の有用性の検討」
赤松�秀輔　　�京都大学大学院医学研究科泌尿器科学講座

O-6� 「去勢抵抗性前立腺癌 (mCRPC) に対する CTC�/AR�-V7 とカバジタキセルの治療
効果の関係」
芦澤�　健　　�順天堂大学院医学研究科　泌尿器外科学

O-7� 「転移性去勢抵抗性前立腺癌治療におけるリキッドバイオプシーの有用性(長期成績)」
桶川�隆嗣　　�杏林大学医学部泌尿器科

10:30-11:40

一般口演 A-2　　「cfDNA および ctDNA によるリキッドバイオプシー�」

座長：坂本�信一　　千葉大学医学部附属病院�泌尿器科

O-8� 「去勢抵抗性前立腺癌における cfDNA を用いた予後予測マーカーの開発」
畠山�真吾　　�弘前大学　大学院医学研究科　泌尿器科学講座

O-9� 「筋層浸潤膀胱癌における治療経過と循環腫瘍DNA(ctDNA）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

O-10� 「切除不能 ・再発大腸癌に対するmFOLFOX6/XELOX+Bevacizumab 療法に
関するバイオマーカー研究（WJOG7612GTR）」
岡本�　渉　　�広島大学病院　がん治療センター

第 5 回 Liquid Biopsy 研究会
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O-11� 「当院でのリキッドバイオプシーの現状。 実臨床における組織遺伝子パネル検査との�
比較。」
林　�龍二　　�富山大学附属病院

O-12� 「EGFR�T790M変異陽性肺癌患者におけるオシメルチニブ治療と ctDNA�
モニタリング (WJOG8815L)」
高濱�隆幸　　�近畿大学奈良病院

O-13� 「臨床応用を目指した digital�PCR を用いた頭頸部癌 ctDNA モニタリング」
古後�龍之介　　�九州大学　耳鼻咽喉科

O-14� 「PVA スポンジを用いた血液中遊離DNA(cfDNA) のがん診断への応用に向けた�
解析技術開発」
競　�和佳　　�大阪大学大学院医学系研究科　消化器外科学、

武庫川女子大学�薬学部�ゲノム機能解析学講座

13:00-14:30

一般口演 A-3　　「miRNA ・ タンパク質 ・ エクソソームによるリキッドバイオプシー�」

座長：占部�文彦　　東京慈恵会医科大学�泌尿器科

O-15� 「血中エクソソームを標的とした膵臓がんの早期診断および再発バイオマーカーの開発」
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-16� 「進行非小細胞肺癌患者における免疫チェックポイント阻害剤治療の臨床効果予測
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-17� 「血清由来エクソソーム中 PD-L1 及び腫瘍浸潤 CD8T細胞発現と PD-1 阻害剤
の治療効果との関連性」
嶋田�善久　　�東京医科大学呼吸器甲状腺外科学分野

O-18� 「血中分泌型�microRNA�を用いた胃癌の抗がん剤耐性診断予測と抗がん核酸�
療法の開発」
神谷�　肇　　�京都府立医科大学

O-19� 「腹腔内液中エクソソームマイクロ RNA 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腫瘍科、

自治医科大学外科学講座消化器一般移植外科学部門

O-20� 「エクソソーム内包miR-29b は胃癌腹膜播種を抑制する」
木村�有希　　�自治医科大学消化器一般移植外科

O-21� 「食道癌患者の血中癌抑制microRNA を指標としたバイオマーカー探索と抗がん�
核酸療法の開発」
高嶋�祐助　　�京都府立医科大学消化器外科
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O-22� 「尿路悪性腫瘍における尿中可溶性プロレニン受容体 (s(P)RR) 定量の意義の�
検討」
糠谷�拓尚　　�藤田医科大学

O-23� 「がん細胞由来エクソソームの長期体内動態解析」
疋田�智也　　�愛知県がんセンター研究所腫瘍制御学分野

14:45-16:00

一般口演 B　　

座長：薄場　�渉　　聖マリアンナ医科大学腎泌尿器外科学

O-24� 「未治療転移性ホルモン感受性前立腺癌症例における cell�free�DNA の�
バイオマーカーとしての役割の検討」
小羽田�悠貴　　�東北医科薬科大学医学部泌尿器科学

O-25� 「イムノグロブリン N-glycan�signature による尿路上皮癌の診断法の開発」
米山�　徹　　�弘前大学　大学院医学研究科�　糖鎖工学講座

O-26� 「尿中 cell-free�DNA の TERT�promoter 変異の膀胱癌再発予測マーカーとして
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

O-27� 「エンザルタミド治療を行なった去勢抵抗性前立腺がん (CRPC) の予後予測因子�
としての血中循環腫瘍細胞 (CTC) 検出の有用性」
中村�　聡　　�順天堂大学大学院医学研究科�泌尿器外科学

O-28� 「上部尿路上皮癌における血中 ・尿中 circulating�tumor�DNA の検討」
田村�大地　　�岩手医科大学　泌尿器科学講座

O-29� 「MCA/GCM法を用いた尿路上皮がん CTC の単一細胞遺伝子変異解析」
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

O-30� 「ナノポア計測によるmicroRNA パターン検出システムの構築」
竹内�七海　　�東京農工大学大学院工学府生命工学専攻　川野研究室

O-31� 「CAPP-seq を用いた ctDNA-Liquid�biopsy による子宮頸癌の網羅的遺伝子�
変異プロファイリング」
岩橋�尚幸　　�和歌山県立医科大学　産科婦人科学教室

O-32� 「凍結 PBMC を用いた CTC-chip での循環腫瘍細胞捕捉系の構築」
森�　將鷹　　�産業医科大学　第２外科

O-33� 「卵巣癌における血中腫瘍細胞由来DNA の網羅的遺伝子変異解析を用いた臨床
病理学的検討と予後因子の検討」
野口�智子　　�和歌山県立医科大学　産科婦人科学教室

第 5 回 Liquid Biopsy 研究会
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O-34� 「流体力学と静電気力を併用したマイクロ流路デバイスによる大腸がん患者末梢血�
からの CTC分離」
脇坂�嘉一　　�株式会社ＡＦＩテクノロジー

O-35� 「EGFR 遺伝子活性型変異非小細胞肺癌に対してのファーストラインオシメルチニブ�
療法での血漿中オシメルチニブ耐性変異の検出を目指した予備的検討」
伊藤　�信　　�宮城県立がんセンター　研究所　発がん制御研究部

O-36� 「次世代シークエンサーベースのプロテオミクス解析により見出したタンパク質�
バイオマーカーによるがん免疫療法の反応予測」
Marijana��Rucevic　　�Olink�Proteomics

O-37� 「卵巣癌術後患者の Circulating�tumor�DNA を Droplet�Digital�PCR を用いて
計測、 病状との比較検討」
湊　�敬道　　�宮城県立がんセンター　発がん制御研究部、 宮城県立がんセンター　婦人科、

東北大学産婦人科

O-38� 「EGFR 遺伝子変異陽性肺癌における cfDNA中 TP53 変異共存例の検討」
寺田�七朗　　�金沢大学附属病院
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