
プログラム

2022 年 1月 28日（金）� 第 1会場：南館 4階 「扇」

9:00-11:30

シンポジウム１　　「消化器癌 Liquid�biopsy の進歩」

座長：市川�大輔　　�山梨大学医学部�外科学講座第 1教室

� 古瀬�純司　　�杏林大学医学部�腫瘍内科学教室

S1-1� 「デジタル PCR を用いた消化器癌の ctDNA モニタリング」
岩谷�　岳　　�岩手医科大学�外科学講座

S1-2� 「胃癌 liquid�biopsy」
庄田�勝俊　　�山梨大学　第一外科

S1-3� 「食道がんにおける、 リキッドバイオプシーの現状とゲノム医療」
加藤�　健　　�国立がん研究センター中央病院

S1-4� 「膵癌におけるリキッドバイオプシー」
渡部�文昭　　�自治医科大学附属さいたま医療センター�一般消化器外科

S1-5� 「大腸癌 Liquid�biopsy の進歩」
山田�岳史　　�日本医科大学　消化器外科

11:35-12:05

スポンサードセッション B1　　

座長：神野�浩光　　�帝京大学医学部外科学講座

SSB1� 「Liquid�biopsy の乳がん診療への応用」
下村�昭彦　　�国立国際医療研究センター病院

共催：ファイザー株式会社

12:20-13:20

ランチョンセミナー 1　　「大腸癌の薬物療法」

座長：山田�岳史　　�日本医科大学付属病院　消化器外科

LS1-1� 「複合的がん治療によるがん微小環境の制御」
宮下�知治　　�金沢医科大学病院
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LS1-2� 「血管新生阻害剤のバイパスシグナルと有効性のサロゲート」
篠崎�英司　　�がん研究会有明病院

共催：日本イーライリリー株式会社

13:30-13:50

コーポレートセミナー 1　　

CS1� 「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�
最新機器ラインナップ」
廣中�克典　　�バイオ ・ ラッド�ラボラトリーズ株式会社　フィールド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

13:50-14:40

スポンサードセッション A　　「泌尿器科がんの Liquid�Biopsy」

座長：桶川�隆嗣　　�杏林大学医学部泌尿器科／武蔵野徳洲会病院

SSA-1�「血中 Cell-free�DNA の新たな活用法：侵襲評価マーカーとしての有用性」
畠山�真吾　　�弘前大学大学院　先進血液浄化療法学講座

SSA-2�「固形がんにおける臓器横断的ゲノム診療の現況」
馬場�英司　　�九州大学大学院医学研究院�連携社会医学分野

共催：ヤンセンファーマ株式会社

14:40-15:00

コーポレートセミナー 2　　

座長：青木�岳彦　　�サーモフィッシャーサイエンティフィック�ライフテクノロジーズジャパン株式会社

CS2� 「新製品 「QuantStudio�Absolute�Q�デジタル PCR�システム」 のご紹介」
今泉�隆二郎　　�サーモフィッシャーサイエンティフィック　ライフテクノロジーズジャパン株式会社

共催：サーモフィッシャーサイエンティフィック

第 6 回 Liquid Biopsy 研究会
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16:10-16:40

スポンサードセッション B2　　

座長：清家�正博　　�日本医科大学　呼吸器内科

SSB2� 「肺癌に対する免疫チェックポイント阻害薬の有用性およびリキッドバイオプシーの応用」
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

16:40-17:10

スポンサードセッション B3　　

座長：本田�一文　　�日本医科大学生体機能制御学

SSB3� 「４つの血漿主要タンパクによる重症新型コロナ感染症の新規バイオマーカー開発：
Olink�PEA 法を用いたプロテオミクス解析」
松本�寿健　　�大阪大学医学部附属病院　高度救命救急センター

共催：オーリンクプロテオミクス株式会社

17:20-18:20

イブニングセミナー　　

座長：北村�　寛　　�富山大学学術研究部医学系　腎泌尿器科学講座

ES� 「前立腺癌における Precison�Oncology と Liquid�Biopsy の現在地」
松原�伸晃　　�国立がん研究センター東病院　腫瘍内科

共催：中外製薬株式会社
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2022 年 1月 28日（金）� 第 2会場：南館 3階 「グレース」

12:20-13:20

ランチョンセミナー 2　　

座長：花岡�秀樹　　�イルミナ株式会社�セグメントマーケティング部

LS2-1� 「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

LS2-2� 「リキッドバイオプシーの臨床的意義とトランスレーショナルオンコロジー」
Low�Siew-Kee�(Amanda)　　�Cancer�Precision�Medicine�Center,��

Japanese�Foundation�for�Cancer�Research,��
Tokyo,�Japan

共催：イルミナ株式会社

13:50-14:40

口演 1　　

座長：三森�功士　　�九州大学病院別府病院�外科
� 洪　�泰浩　　�和歌山県立医科大学�バイオメディカルサイエンスセンター／内科学第三講座

O-01� 「血中エクソソームによる新規膵臓がん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-02� 「分子バーコードを用いた十二指腸液由来核酸の変異解析��
−より高濃度の変異検出をターゲットとした膵癌リキッドバイオプシー」
小野�裕介　　�医療法人徳洲会　札幌東徳洲会病院／�

旭川医科大学　内科学講座　病態代謝 ・消化器 ・血液腫瘍制御内科学分野

O-03� 「CTC をスライドグラス上で光学顕微鏡により検出でき遺伝子解析も可能な�
CTC 自動分離装置の開発」
中西�速夫　　�名古屋大学大学院医学研究科消化器外科／�

愛知県がんセンター病院�遺伝子病理診断部

O-04� 「免疫チェックポイント阻害剤治療を受ける進行非小細胞肺がん患者における�
血清免疫グロブリン Fc 領域の糖鎖構造の臨床的意義についての検討」
小柳�　潤　　�和歌山県立医科大学内科学第三講座／�

和歌山県立医科大学　バイオメディカルサイエンスセンター　バイオマーカー解析部門

O-05� 「Guardant360 による cell�free�DNA での遺伝子変異検出には遠隔転移巣の�
有無と病巣部の FDG の取り込みが影響する」
國政�　啓　　�大阪国際がんセンター　呼吸器内科

第 6 回 Liquid Biopsy 研究会
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2022 年 1月 28日（金）� ポスター会場：南館 3階 「グレース前室」

15:00-15:30

ポスター 1　　

座長：池田�貞勝　　�東京医科歯科大学病院がんゲノム診療科

P-01� 「血中マイクロ RNA パネルによる高精度な肝細胞がんの検出技術の開発」
山本�雄介　　�国立がん研究センター　研究所　病態情報学ユニット

P-02� 「膵臓がん患者由来 CTC の単一細胞トランスクリプトーム解析」
小林�　侃　　�東京農工大学大学院�工学研究院�生命機能科学部門

P-03� 「非小細胞肺がんの初期診断が可能な血清マイクロＲＮＡパネルによる�
リキッドバイオプシーの開発」
玉井�淑貴　　�ミレックサスジャパン株式会社

P-04� 「肺がん患者血中CTCにおけるEGFR変異解析を目指した1細胞解析方法の確立」
森　�倫子　　�筑波大学　医学医療系　臨床研究地域イノベーション学

P-05� 「蛍光画像による CTC悪性度評価の試み」
森　�將鷹　　�産業医科大学　第２外科学

15:30-16:06

ポスター 2　　

座長：永田�政義　　�順天堂大学大学院医学研究科�泌尿器外科学

P-06� 「イムノグロブリン N-glycan�signature による腎細胞癌の診断」
米山�　徹　　�弘前大学　大学院医学研究科�　糖鎖工学講座／泌尿器科学講座

P-07� 「循環腫瘍DNA(ctDNA）による筋層浸潤膀胱癌の病性評価」
塚原�茂大　　�九州大学病院　泌尿器科／臨床検査部

P-08� 「泌尿器科手術における血中 Cell-free�DNA の侵襲評価マーカーとしての有用性」
小西�　栄　　�弘前大学大学院医学研究科　泌尿器科学講座

P-09� 「未治療転移性ホルモン感受性前立腺癌症例における circulating�tumor�cell�
cluster の役割についての検討」
小羽田�悠貴　　�東北医科薬科大学医学部泌尿器科学分野

P-10� 「MCA/GCM法を用いた尿路上皮がん患者由来 CTC及び CTC クラスターの�
遺伝子解析」
中澤�胡桃　　�東京農工大学大学院�工学研究院�生命機能科学部門

P-11� 「NGS-HiCEP 法による淡明型腎細胞癌 ・膵管腺癌の腫瘍マーカー候補の同定」
北村�陽典　　�防衛医科大学校分子生体制御学講座／�

多摩北部医療センター泌尿器科／防衛医科大学校泌尿器科学講座
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2022 年 1月 29日（土）� 第 1会場：南館 4階 「扇」

9:00-11:30

シンポジウム 2　　「リキッドバイオプシーの新展開」

座長：西尾�和人　　�近畿大学医学部�ゲノム生物学教室
� 笠原�寿郎　　�金沢大学医学部�呼吸器内科

S2-1� 「脳脊髄液による中枢神経系リンパ腫の診断」
永根�基雄　　�杏林大学医学部�脳神経外科

S2-2� 「血漿セルフリー RNA を用いた融合遺伝子診断」
長谷川�延彦　　�順天堂大学整形外科学講座 /国立がん研究センター研究所細胞情報学分野

S2-3� 「固形がん患者由来 CTC を対象としたシングルセルオミクス解析」
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

S2-4� 「内視鏡生検検体とリキッドバイオプシーによる EB ウイルス関連胃癌の診断」
西川�　潤　　�山口大学大学院医学系研究科　基礎検査学

S2-5� 「循環腫瘍DNA を用いたバイオマーカーの新規アプローチ」
坂井�和子　　�近畿大学医学部ゲノム生物学

11:35-11:55

コーポレートセミナー 3　　

CS3� 「qPCR によるmicroRNA検出用MiRXES�ID3EAL テクノロジーのご紹介」
高橋�英晴　　�MiRXES�Japan 株式会社�営業部

共催：MiRXES�Japan 株式会社

12:10-13:10

ランチョンセミナー 3　　

座長：加藤�大悟　　�大阪大学大学院�医学系研究科泌尿器科

LS3� 「Circulating�tumor�DNA-guided�precision�oncology」
中村�能章　　�国立がん研究センター東病院　トランスレーショナルリサーチ支援室／消化管内科

共催：日本ベクトン ・ ディッキンソン株式会社／�
株式会社キアゲン� 　　　　　　　　　　　　

第 6 回 Liquid Biopsy 研究会
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13:20-13:50

スポンサードセッション B4　　

座長：福原�　浩　　�杏林大学医学部泌尿器科学教室

SSB4� 「腎がんにおけるリキッドバイオプシー、 現状と課題ならびに薬物療法について」
永田�政義　　�順天堂大学大学院医学研究科�泌尿器外科学

共催：武田薬品工業株式会社

14:00-15:30

口演 2　　

座長：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
� 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-06� 「DNA分子の自律的な二本鎖形成とナノポア計測を利用した血漿由来microRNA
の高感度検出」
竹内�七海　　�東京農工大学／日本学術振興会特別研究員

O-07� 「エクソソーム内包変異タンパク質検出による新たな腎癌バイオマーカー開発」
箱崎�勇治　　�がん研究会 ・ CPM センター ・ プロテオミクス解析グループ／�

東京大学医学部　医学系研究科　泌尿器外科学

O-08� 「核酸アプタマーと 3 次元変形能を持つマイクロフィルタを用いた CTC の検出」
岩槻�政晃　　�熊本大学大学院　消化器外科学

O-09� 「デジタル PCR プライマー ・ プローブライブラリ OTS-1000ex による ctDNA モニタリング
の有効性」
開　�勇人　　�岩手医科大学医歯薬総合研究所医療開発研究部門

O-10� 「腫瘍マーカーとしての血中体細胞変異の定量モニタリングと社会実装」
西塚�　哲　　�岩手医科大学医歯薬総合研究所医療開発研究部門

O-11� 「オミクス解析による血液中miRNA のがん関連機能解明」
大森�智織　　�東レ株式会社

O-12� 「血液中疾患関連酵素活性の超高感度検出に基づく疾患診断技術の開発」
坂本�眞伍　　�東京大学大学院薬学系研究科

O-13� 「末梢動脈疾患における細胞外小胞由来miRNAを用いた診断バイオマーカーの開発」
栗山�直也　　�東京医科大学医学総合研究所　分子細胞治療研究部門／�

旭川医科大学血管外科

O-14� 「細胞膜タンパク質を検出する小型電気化学バイオセンサ」
田畑�美幸　　�東京医科歯科大学生体材料工学研究所
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2022 年 1月 29日（土）� 第 2会場：南館 3階 「グレース」

12:10-13:10

ランチョンセミナー 4　　

座長：近藤�幸尋　　�日本医科大学付属病院　泌尿器科

LS4� 「mCRPC 治療における Liquid�Biopsy の臨床実装までと今後の活用」
赤松�秀輔　　�京都大学大学院医学研究科　泌尿器科学

共催：アストラゼネカ株式会社

14:00-15:30

口演 3　　

座長：佐藤�　信　　�東北医科薬科大学泌尿器科学講座
� 住友�　誠　　�藤田医科大学医学部　腎泌尿器外科学講座

O-15� 「膀胱癌の再発診断における血漿および尿沈渣中変異DNA モニタリングの臨床的�
妥当性」
阿部�正和　　�岩手医科大学�医療開発研究部門

O-16� 「尿路上皮癌患者における血液内エクソソーム由来 Firmicutes 門の上昇は�
腫瘍局所内免疫状態と相関し癌免疫療法の効果 ・予後予測因子となる」
河嶋�厚成　　�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-17� 「上部尿路上皮癌における血中および尿中 circulating�tumor�DNA の検討」
田村�大地　　�岩手医科大学　泌尿器科学講座

O-18� 「尿路上皮癌患者血液 EVs によるマイクロバイオーム解析」
神宮司�健太郎　　�大阪大学大学院�薬学研究科�細胞生理学分野

O-19� 「尿中細胞外小胞に着目したプロテオミクスによる新規膀胱癌診断マーカー探索と�
その測定系の開発」
冨山�栄輔　　�大阪大学大学院医学系研究科　器官制御外科学（泌尿器科）

O-20� 「SCRUM-Japan�MONSTAR�SCREEN研究：　�
泌尿器癌における血中循環腫瘍DNA の網羅的解析と他癌腫との比較」
安水�洋太　　�慶應義塾大学医学部　泌尿器科学教室

O-21� 「前立腺がん診断 ・予後予測マーカーとしての細胞外小胞上 LAT1 の可能性」
田村�貴明　　�東京医科大学医学総合研究所分子細胞治療研究部門／�

千葉大学大学院医学研究院泌尿器科

第 6 回 Liquid Biopsy 研究会
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O-22� 「Cell�free�DNA を用いた治療抵抗性胚細胞腫瘍に対するニボルマブの薬剤感受性
予測因子の検討」
目�翔太郎　　�筑波大学附属病院　腎泌尿器科

O-23� 「末梢血 T細胞受容体レパトア解析を用いた irAE 発症患者における抗腫瘍効果�
関連マーカーの検討」
加藤�大悟　　�大阪大学大学院医学系研究科泌尿器科
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