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開会の辞 8:55 〜 9:00

シンポジウム 1［血管から転移を考える］ 9:00 〜 11:00

１日目　7月29日（木）

座長：	岡田 太（鳥取大学医学部　実験病理学分野）
　　 樋田 京子（北海道大学大学院歯学研究院　血管生物分子病理学教室）

１
日
目

第
１
会
場

第 1 会場

SY1-1  腫瘍血管内皮細胞による微小環境の乱れとがんの転移
  Alteration of tumor microenvironment by tumor endothelial cells and metastasis

北海道大学大学院　歯学研究院　血管生物分子病理学教室

樋田 京子

SY1-2  肝転移ドライバー分子Amigo2 は、がん細胞と肝内皮細胞との接着性を亢進する
  Amigo2 enhances adhesion between cancer cells and liver endothelial cells

鳥取大学　医学部　実験病理学

尾﨑 充彦

SY1-3  腫瘍進展における血管内皮細胞多様性の役割
  Role of endothelial heterogeneity in tumor progression and metastasis

大阪大学　微生物病研究所　情報伝達分野

内藤 尚道

SY1-4  血液臓器関門を制御するエクソソームの解明
  Power of Exosomes for Crossing Biological Barriers in Cancer Metastasis

東京医科大学　医学総合研究所　分子細胞治療研究部門

落谷 孝広

特別講演 11:10 〜 12:10

座長：	森 正樹（九州大学大学院　消化器・総合外科（第二外科））

SL  がん治癒を目指したがん研究・医療を！
  Cancer Precision Medicine toward cancer cure

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

中村 祐輔
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ランチョンセミナー 1 12:20 〜 13:10

座長：	磯本 一（鳥取大学医学部　消化器・腎臓内科学分野）共催：第一三共株式会社 １
日
目

第
１
会
場LS1  既治療HER2陽性進行乳がん又は胃がんに対するトラスツズマブ デルクステカン

 Trastuzumab deruxtecan in previously treated HER2-positive breast and gastric cancer
島根大学医学部附属病院　腫瘍内科 / 先端がん治療センター

田村　研治

教育講演 1 13:20 〜 14:20

座長：	西岡 安彦（徳島大学大学院医歯薬学研究部　呼吸器・膠原病内科学分野）

EL-1  進行性乳がんにおけるがん微小環境を標的とした転移抑制戦略
 Strategy to target tumor microenvironment for suppress of metastasis in advanced breast cancer

MD アンダーソンがんセンター

上野 直人

シンポジウム 2［チームで取り組むがん転移］ 14:30 〜 16:30

座長：	藤原 俊義（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　消化器外科学）
掛地 吉弘（神戸大学大学院医学研究科　食道胃腸外科学分野）

SY2-3  チームで取り組む！がん化学療法～医療用SNSを利用した経口抗がん剤の服薬支援・
PROモニタリングの取組み～
 Monitoring system of medication support and PRO using medical SNS in oral chemotherapy

大阪労災病院　外科

川端 良平

SY2-4  心穏やかに人生を終えるために
For the best ending

みなみ野病院　緩和ケア病棟

吉本 美和

SY2-1  大腸癌肝転移に対する外科治療：治療予後向上に向けた臨床と研究の取り組み
 Treatment for colorectal liver metastasis: evolving paradigms and future perspectives

岡山大学大学院　医歯薬学総合研究科　消化器外科

楳田 祐三

SY2-2  StageIV切除不能胃癌に対する外科治療
 Surgical intervention for Stage IV gastric cancer

神戸大学　医学部　食道胃腸外科

金治 新悟
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イブニングセミナー 16:40〜 17:30

座長：	礒部 威（島根大学医学部附属病院　呼吸器・化学療法内科）共催：日本化薬株式会社

ES  個別化医療への挑戦　～非小細胞肺癌の分子標的治療と免疫療法～
 Challenges in Precision Medicine : Targeted therapy and Immunotherapy for Non-Small Cell 
Lung Cancer

倉敷中央病院　呼吸器内科

横山 俊秀 

１
日
目

第
１
会
場
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ワークショップ 2［転移と細胞動態］ 10:10 〜 11:10

ワークショップ 1［転移の分子基盤］ 9:00 〜 10:00

座長：	加藤 幸成（東北大学大学院医学系研究科）
　　 早川 芳弘（富山大学和漢医薬学総合研究所）

座長：	浜田 淳一（北海道医療大学）
　　 二口 充（山形大学医学部病理診断学講座）

第２会場

WS1-1  新規転移性大腸がんマウスモデルの作出と転移機構の解析
  Development and characterization of a novel mouse model of metastatic colorectal cancer

愛知県がんセンター研究所　がん病態生理学分野

青木 正博

WS1-2  スキルス胃癌細胞の増殖と腹膜播種におけるPLEKHA5の機能解析
  Functional analysis of PLEKHA5 in growth and peritoneal metastasis of scirrhous gastric 

carcinoma
公益財団法人佐々木研究所　附属佐々木研究所　腫瘍細胞研究部

山口 英樹

WS1-3  細胞接着分子CADM1は小細胞肺がんの増殖及び転移を促進する
  CADM1 enhances the growth and metastasis of small-cell lung cancer

東京大学　医科学研究所　人癌病因遺伝子分野

伊東 剛

WS1-4  シスチン/グルタミン酸輸送系（xc-系）の欠損が腫瘍細胞の転移に及ぼす影響
  Effect of loss of the cystine/glutamate transporter (system xc-) in tumor metastasis

新潟大学　日本酒学センター

佐藤 茉美

WS1-5  大腸癌におけるLncRNA CCAT1発現制御メカニズムの解明
  The regulation mechanism of LncRNA CCAT1 in colorectal cancer

大阪大学大学院　医学系研究科　保健学専攻　分子病理学

横山 雄起

WS2-1  胃癌細胞の運動能に対する好中球細胞外トラップ（NET）の影響
  Effects of Neutrophil extracellular traps (NET) on motility of gastric cancer cells

自治医科大学附属病院　消化器一般移植外科

高橋 和也

WS2-2  宿主Mint3は肺において化学療法誘導性前転移ニッチ形成を促進する
  Host Mint3 promotes chemotherapy-induced pre-metastatic niche formation in the lung

金沢大学　医薬保健研究域医学系　システム生物学分野

坂本 毅治

１
日
目

第
２
会
場
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WS3-3  骨微小環境特異的にマウス乳がん細胞株で発現が亢進するGpr56/Adgrg1を介した
骨転移制御機構の解明

  Bone marrow microenvironment enhance breast cancer metastasis via the expression of Gpr56/
Adgrg1

金沢大学　がん進展制御研究所　分子生体応答研究分野

佐々木 宗一郎

WS3-4  乳がん同所性移植モデルにおける腫瘍内微小不均一性の解析
  Analysis of microheterogeneity in the breast cancer orthotopic xenograft model

国立がん研究センター研究所　細胞情報学分野

中山 淳

WS3-5  腹膜中皮細胞のエクソソームが胃癌細胞の浸潤能へ及ぼす影響
  The Effect of Exosomes from Mesothelial Cells on the Invasion of Gastric Cancer Cells

大阪市立大学大学院　癌分子病態制御学

杉本 敦史

WS2-3  胆嚢癌における癌関連線維芽細胞のTenascin-CとPodoplaninは移動浸潤特性を促
進する

  Cancer-Associated-Fibroblast promote invasive ability of Gallbladder Cancer
東北大学病院 総合外科

佃 和彦

WS2-4  分泌糖蛋白Prosaposinは、膵癌の進展を促進する
  Prosaposin, tumor-secreted glycoprotein, promotes pancreatic cancer progression

千葉大学大学院医学研究院　臓器制御外科学

宮原 洋司

WS2-5  大腸癌肝転移巣におけるdesmoplastic growth patternの意義
	 	The	significance	of	desmoplastic	growth	pattern	in	colorectal	liver	metastases

千葉大学大学院医学研究院　臓器制御外科学

小西 孝宜

ワークショップ 3［転移と微小環境］ 14:20 〜 15:30

座長：	八代 正和（大阪市立大学大学院医学研究科）
　　 石井 秀始（大阪大学大学院）

WS3-1  肝細胞癌転移機序における血管内皮細胞が果たす役割
  Role of endothelial cells in the metastasis of hepatocellular carcinoma

大阪大学大学院医学系研究科　外科学講座消化器外科学

野田 剛広

WS3-2  大腸癌間質でのSPARC遺伝子発現を介した肝転移機序の解明
	 	Significance	of	SPARC	gene	expression	in	the	stroma	of	colorectal	cancer	for	liver	metastasis

北里大学　外科学

藤山 芳樹

１
日
目

第
２
会
場
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ワークショップ 4［転移と細胞特性］ 15:40 〜 16:40

座長：	尾﨑 充彦（鳥取大学　医学部　実験病理学）
　　 越川 直彦（東京工業大学理工学院）

WS3-6  大腸がん肝転移における線溶系制御因子の関与
	 	Involvement	of	the	fibrinolytic	system	regulator	in	the	liver	metastasis	of	colorectal	cancer

微生物化学研究所（微化研）沼津支所

大石 智一

WS4-1  肺がん肝転移におけるspheroid形成がん幹細胞様分画の役割
  Characterization of spheroid-forming stem-like population of lung cancer cell in liver metastasis

徳島大学大学院　医歯薬学研究部　呼吸器・膠原病内科学分野

三橋 惇志

WS4-2  大腸がん転移におけるがん細胞集団の極性転換の役割
  Role of polarity switching in the cluster of colorectal cancer in metastasis

京都大学　大学院　医学研究科　クリニカルバイオリソース研究開発講座　

小沼 邦重

WS4-3  ラミニンγ2単鎖が肝発がんに及ぼす新たな機能の解析
  Analysis for novel functions of lamininγ2 monomer on liver carcinogenesis

東京工業大学　生命理工学院　健康医療科学分野

舟橋 伸昭

WS4-4  胃腺粘液特異的糖鎖αGlcNAc結合新規タンパク質の同定と胃がん細胞における役割
	 	Identification	of	novel	αGlcNAc binding proteins and their role in the gastric cancer phenotype

信州大学　医学部　分子病理学教室

藤井 千文

WS4-5  スキルス胃がんの進展に関わるFGFR2結合タンパク質の機能解析
  Functional analysis of FGFR2 binding protein in scirrhous gastric cancer

北里大学　医学部　生化学

白木原 琢哉

１
日
目

第
２
会
場
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研究奨励賞講演 11:10 〜 11:40

シンポジウム 3［がんゲノム医療の現状と今後］ 9:00 〜 11:00

座長：	井上 正宏（京都大学大学院医学研究科　クリニカルバイオリソース研究開発講座）

座長：	田村 研治（島根大学医学部附属病院　先端がん治療センター/腫瘍内科）
　　 横崎 宏（神戸大学大学院医学研究科　病理学講座病理学分野）

２日目　7月30日（金）

第 1 会場

SY3-5  チームで取り組むがんゲノム医療
 Precision  cancer medicine through collaboration

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 病態制御科学専攻　腫瘍制御学講座 ( 臨床遺伝子医療学分野 )

平沢 晃 

SY3-3  がん遺伝子パネル検査とがんゲノム医療
	 Comprehensive	genomic	profiling	tests	for	precision	oncology

国立がん研究センター中央病院　臨床検査科

角南 久仁子 

SY3-4  エキスパートパネルの現状と課題
 Management of expertpanel and its challenges

京都大学医学部附属病院　腫瘍内科

金井 雅史 

SY3-1  胃癌治療における遺伝子パネル検査の現状
  Current status of cancer genomic tests in gastric cancer patients

大阪府立病院機構　大阪国際がんセンター　消化器外科

原 尚志

SY3-2  微小検体でDruggableな遺伝子を予測する方法の確立
  Establishment of Predicting Druggable Genes by Using Micro-specimens

山形大学医学部病理学講座（病理診断学）

大江 倫太郎

【第１部】

【第２部】　　共催：中外製薬株式会社

  EML4-ALK肺癌の髄膜癌腫症モデルにおけるamphiregulinに起因するアレクチニブ
耐性の克服

  Circumvention of AREG-triggered alectinib resistance in LMC model with EML4-ALK lung 
cancer cells

金沢大学　がん進展制御研究所　腫瘍内科

新井　祥子 

２
日
目

第
１
会
場
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会長講演 11:50 〜 12:20

座長：	土岐 祐一郎（大阪大学大学院医学研究科　外科学講座消化器外科学）

 共催：大鵬薬品工業株式会社

PL  チームで取り組むがん転移：一外科医のがん転移研究
  Innovation through Collaboration; A Surgeon’s Research on Cancer Metastasis

鳥取大学医学部　消化器・小児外科

藤原 義之

ランチョンセミナー 2 12:30 〜 13:20

座長：	小谷 昌広（鳥取大学医学部附属病院　がんセンター）

LS2  高齢化・長期生存時代におけるpatient journeyを考慮した非小細胞肺がんの治療戦略
  Treatment strategy for NSCLC considering the patient journey in the era of aging and long-term 

survival
島根大学医学部　内科学講座　呼吸器・臨床腫瘍学

津端 由佳里 

２
日
目

第
１
会
場

教育講演 2 13:30 〜 14:30

座長：	山本 浩文（大阪大学医学部保健学科　分子病理学　機能診断学講座）

シンポジウム 4［微小転移に対する新たな診断・治療］ 14:40 〜 16:40

座長：	海野 倫明（東北大学大学院医学系研究科　消化器外科学（肝胆膵、胃腸））
　　 竹内 裕也（浜松医科大学　外科学第二講座）

SY4-1  革新的バイオイメージングが拓く次世代がん微小転移研究と診断・治療応用
  Innovative bioimaging for next-generation research and clinical applications of micrometastasis

愛媛大学　大学院医学系研究科　分子病態医学講座

今村 健志

SY4-2  定量位相顕微鏡技術を用いた新規循環腫瘍細胞検出技術
  Novel technologies for the detection of circulating tumor cells using quantitative phase 

microscopy
浜松医科大学　医学部　外科学第二講座

菊池 寛利

EL-2  染色体工学技術を用いたがん治療戦略
  Novel therapeutic approach for cancer using chromosome engineering techniques

鳥取大学　染色体工学研究センター

久郷 裕之
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２
日
目

第
１
会
場

SY4-3  大腸癌における転移巣形成への進化とctDNAで検出可能な変異の特徴
  Evolution for fostering metastatic sites and the traits of detectable mutations in ctDNA in CRC

九州大学病院　別府病院　外科

三森 功士

SY4-4  OSNA法による大腸癌微小リンパ節転移の検出と臨床応用
  OSNA-Based Detection of Micrometastasis in Colorectal Cancer

大阪大学大学院医学系研究科　外科学講座　消化器外科学

波多 豪

閉会の辞 16:40 〜 16:45
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ワークショップ 5［転移の治療 1］ 9:00 〜 9:50

座長：	矢野 聖二（金沢大学がん研究所）
　　 川田 学（(財)微生物化学研究会微生物化学研究所）

第２会場

WS5-1  ポドプラニン標的薬の治療効果と毒性を評価するためのノックインマウスの作製
  Podoplanin KI mouse model for evaluating therapeutic and toxic effects of podoplanin-targeting 

drugs
公益財団法人がん研究会　がん化学療法センター　基礎研究部

宇梶 太雄

WS5-2  アンギオテンシン2阻害薬併用によるレンバチニブの肝癌への抗腫瘍効果増強の試み
  Combination Effect of Lenvatinib and Angiotensin-2 Receptor Inhibitor in Hepatocellular 

Carcinoma
奈良県立医科大学附属病院　消化器内科学講座

高木 宏哲

WS5-3  肺癌のアンメットニーズを解決するmicroRNAの探索
  Investigation of microRNA that inhibits refractory lung cancer

大阪大学大学院　保健学専攻　分子病理学

木嶋 仁美

WS5-4  核酸医療のための新しいリン酸カルシウム法の確立
  Brand new calcium phosphate method for nucleic medicine

大阪大学大学院　医学系研究科　保健学専攻　分子病理学

山本 浩文

ワークショップ 6［転移の治療 2］ 10:00 〜 10:50

座長：	三森 功士（九州大学病院　別府病院　外科）

WS6-1  脳脊髄液腫瘍由来DNA（CSF-tDNA）を用いたEGFR変異肺がん中枢神経系転移にお
ける治療最適化

  Treatment optimization of EGFR-mutated lung cancer CNS metastasis using CSF-tDNA
金沢大学　がん進展制御研究所　腫瘍内科

南條 成輝

WS6-2  スキルス胃癌腹膜播種がん間質微小環境ネットワークを標的とした新規複合標的治療
法の開発

  Network-targeted combination therapy for peritoneal carcinomatosis in scirrhous gastric cancer
金沢医科大学　医学部　腫瘍内科学

安本 和生

２
日
目

第
２
会
場
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ワークショップ 7［転移とバイオメーカー］ 13:40 〜 14:30

ランチョンセミナー 3 12:30 〜 13:20

座長：	北山 丈二（自治医科大学医学部）
　　 永野 浩昭（山口大学大学院　医学系研究科　消化器・腫瘍外科学）

座長：	江口 英利（大阪大学大学院医学系研究科　消化器外科学）

２
日
目

第
２
会
場

WS6-3  転移GISTに対する分子標的治療薬後の遺残細胞に対する新規治療法の開発
  GPX4 inhibition induced ferroptosis for molecular target drug-tolerant persister cells in GIST

大阪大学　消化器外科

高橋 剛

WS6-4  PITX1はSOXファミリー遺伝子の制御を介してメラノーマの増殖を抑制する
  PITX1 inhibits growth of melanoma cells through regulation of SOX family genes expression

鳥取大学医学部　生命科学科　細胞ゲノム機能学

大平 崇人

 共催：ミヤリサン製薬株式会社

WS7-1  Long non-coding RNA 01534の大腸がんにおける機能と予後に関する検討
  Prognosis of long non-coding RNA 01534 in CRC patients and its mechanism on CRC cells

大阪大学　医学部　消化器外科

市原 もも子

WS7-2  Flow cytometryを用いた腹腔内遊離がん細胞の定量的解析―腹膜播種微小転移とし
ての臨床的意義について

	 	Flowcytometric	quantification	of	intraperitoneal	tumor	cells	as	peritoneal	micrometastasis
自治医科大学附属病院　消化器一般移植外科

高橋 和也

WS7-3  HPV関連頭頸部癌におけるcirculating tumor HPV DNAを用いた放射線治療後の
奏功評価

  Response assessment after radiotherapy using circulating tumor HPV DNA for HPV-related 
HNSCC

大阪大学大学院医学系研究科　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学

田中 秀憲

WS7-4  フコシル化C4BPAの膵癌血清バイオマーカーとしての意義
  Fucosylated C4b binding protein alpha chain predicts lymph node metastasis in pancreatic 

cancer
千葉大学大学院医学研究院　臓器制御外科

高野 重紹

LS3  臨床試験から読み解く免疫チェックポイント阻害剤の限界と可能性
  Limitations and possibilities of immune checkpoint inhibitors from pivotal clinical trials

昭和大学医学部　内科学講座腫瘍内科学部門

角田　卓也 
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WS8-3  肝転移能亢進を示す肝癌幹細胞における免疫逃避
  Evasion of immune surveillance in hepatoma stem-like sphere cells

山口大学大学院　医学系研究科　消化器・腫瘍外科学

恒富 亮一

WS8-4  GSTA4 governs immune resistance and metastatic ability of melanoma 
cells

Section of Host Defenses, Institute of Natural Medicine, University of Toyama, Japan

Ucche Sisca

WS8-5  Protein Phosphatase 2AによるNK細胞の抗腫瘍エフェクター機能制御
  Regulatory role of Protein Phosphatase 2A on anti-tumor effector function of NK cells

富山大学　和漢医薬学総合研究所

山前 結

WS8-1  新規エピトープマッピング法（REMAP法）を用いた抗CD44モノクローナル抗体の
エピトープ解析

  Epitope mapping of anti-CD44 monoclonal antibody using the novel epitope mapping method 
(REMAP)

東北大学大学院　医学系研究科　抗体創薬研究分野

淺野 禎三

WS8-2  悪性胸膜中皮腫に対する抗腫瘍免疫反応を増強させる免疫放射線療法
  Immuno-radiotherapy for generating optimal antitumor immune responses in malignant 

mesothelioma
九州大学大学院　消化器・総合外科

河野 幹寛

ワークショップ 8［転移とがん免疫］ 14:40 〜 15:40

座長：	小泉 桂一（富山大学和漢医薬学総合研究所）
　　 竹田 和由（順天堂大学医学部）
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ポスターセッション 1［転移とゲノム］ 

座長：	岡田 太（鳥取大学医学部　実験病理学分野）

ポスターセッション

PS1-1  染色体工学技術を応用した膵がんにおけるテロメラーゼ制御領域3p21.3の同定
	 	Identification	of	a	telomerase	repressor	region	on	3p21.3	by	chromosome	engineering

鳥取大学　医学部　消化器・小児外科学

柳生 拓輝
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PS1-2  染色体工学を用いた膀胱がんにおける新規発がん・転移の制御機構の解明
  Elucidation of a Novel Carcinogenic Regulatory Mechanism in Bladder Cancer

鳥取大学　医学部　腎泌尿器学分野

清水 龍太郎

PS1-3  染色体工学技術を応用したがん不死化制御ゲノム領域の同定
	 	Evidence	for	a	telomerase	suppressor	gene	in	the	3p21.3	region	by	using	chromosome	

engineering
鳥取大学大学院　医学系研究科  細胞ゲノム機能学分野

青戸 琴美

PS1-4  がん研究モデル細胞/動物作製に向けた人工染色体上への複数遺伝子同時搭載法の開発
  Development of a method for simultaneous loading of multiple genes for generating cell/animal 

model
鳥取大学大学院　医学系研究科  細胞ゲノム機能学分野

山崎 匡太郎

PS1-5  新規人工染色体導入技術と人工染色体への効率的遺伝子搭載技術を用いた癌研究手法
の開発

	 	Development	of	cancer	research	using	novel	chromosome	transfer	and	efficient	gene	loading	
systems

鳥取大学大学院　医学系研究科  細胞ゲノム機能学分野

宮本 人丸

PS1-6  完全ヒト抗体産生動TC-mAbマウスの免疫応答に関する解析
  The analysis of immune response in fully human antibody-producing TC-mAb mice

鳥取大学大学院　医学系研究科  細胞ゲノム機能学分野

森脇 崇史

PS1-7  抗EpCAM完全ヒト抗体をモデルとした抗体-薬剤複合体開発に適したスクリーニング
方法の比較

  Comparison of screening methods suitable for fully human antibody-drug conjugate 
development

鳥取大学大学院　医学系研究科  細胞ゲノム機能学分野

Wang Yayan



− 27 −

ポスターセッション 2［転移と細胞動態 / 微小環境］ 

座長：	大平 崇人（鳥取大学医学部　生命科学科　細胞ゲノム機能学）

PS2-1  スキルス胃癌における腹腔内クラスター形成を介した腹膜播種機構の解析
  Analysis of cell clustering-mediated peritoneal dissemination in scirrhous gastric carcinoma

公益財団法人佐々木研究所　附属佐々木研究所　腫瘍細胞研究部

宮崎 允

PS2-2  卵巣癌細胞集塊の極性制御による腹膜播種抑制の試み
  Attempt to suppress peritoneal dissemination by controlling the polarity of ovarian cancer cell 

mass
京都大学大学院　医学研究科　クリニカルバイオリソース研究開発講座

河田 真由子

PS2-3  子宮内膜癌および肺腺癌細胞におけるOCT4A/SPP1C共発現とその臨床的意義
  Clinical value of OCT4A/SPP1C axis in endometrial and lung adenocarcinoma

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　人体構成学分野

入江 恭平

PS2-4  膵癌の転移メカニズムを血管新生から考える
  Role of angiogenesis in the metastatic mechanism of pancreatic cancer

名古屋市立大学　医学部　消化器外科

松尾 洋一

PS2-5  腫瘍内血管から見た肝細胞癌における新規概念：腫瘍内類洞様血管構造の意義
  Impact of vessels that encapsulate tumor cluster in patients with hepatocellular carcinoma

九州大学大学院　消化器・総合外科

伊藤 心二

PS2-6  ヒト胃癌細胞由来Amigo2包含エクソソームは肝内皮細胞への送達により胃癌細胞と
の接着能を亢進させる

  Amigo2-containing exosomes enhance gastric cancer cell adhesion to liver endothelial cells
鳥取大学　医学部　実験病理学分野

井筒 瑠奈

PS2-7  Homeobox only protein homeobox (HOPX)の癌転移能との関わり
  Relationship of homeobox only protein homeobox (HOPX) with metastatic potential of cancer

北里大学医学部大学院　医療系研究科　外科学

贄 裕亮
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PS1-8  ファージディスプレイ法を用いた完全ヒト抗体ライブラリからの新規乳がん標的分子
の探索

  Discovery of novel drug target against triple negative breast cancer from fully human phage 
library

鳥取大学大学院　医学系研究科  細胞ゲノム機能学分野

飛知和 弦輝



− 28 −

ポスターセッション 4［転移と微小環境２］ 

座長：	大上 直秀（広島大学大学院医歯薬学総合研究科）

PS4-1  スキルス胃癌細胞と間質線維芽細胞の直接的相互作用の分子機構
  Molecular mechanisms of direct interaction of scirrhous gastric cancer cells and stromal 

fibroblasts
公益財団法人佐々木研究所　附属佐々木研究所　腫瘍細胞研究部

永野 佳子

ポスターセッション 3［転移と微小環境１］ 

座長：	坂本　毅治（金沢大学　医薬保健学総合研究科　システム生物学分野）

PS3-3  転移過程のがん-間質細胞相互作用の一細胞オミクス解析技術の開発
  Development of a single-cell omics technology to analyze cancer-stromal interactions in 

metastasis
東京工業大学　生命理工学院　生命理工学系

峯岸 美紗

PS3-4  Biglycan欠損による腫瘍血管の正常化を介した腫瘍の転移抑制
	 	Biglycan	deficiency	inhibits	tumor	metastasis	via	normalization	of	tumor	blood	vessels

北海道大学　歯学研究院　口腔病態学分野　血管生物分子病理学教室

リ コン

PS3-5  ヒトがん細胞の血管擬態形成における糖鎖修飾の役割
  Role of glycosylation on vasculogenic mimicry formation of human cancer cells

慶應義塾大学　理工学部　応用化学科

加藤 優治

PS3-6  舌癌の進展における癌細胞／マクロファージ相互作用の変化
  The alteration of cancer cell/macrophage interaction in development of tongue cancer

神戸大・院医・病理学

重岡 学

PS3-1  線維化抑制剤による骨肉腫の肺転移抑制の可能性
	 	Anti-fibrotic	drugs	possibly	suppress	lung	metastasis	of	osteosarcoma

野崎徳洲会病院附属研究所

由井 理洋

PS3-2  酸化LDL受容体LOX-1の腫瘍血管における発現とその意義
  The role of LOX-1 in tumor endothelial cells on tumor metastasis

北海道大学　大学院歯学研究院　血管生物分子病理学教室

積田 卓也
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ポスターセッション 5［転移の分子基盤］ 

座長：	沖 英次（九州大学大学院）

PS4-2  線維芽細胞はｐT1, pT2舌扁平上皮癌の頸部リンパ節転移に関与する
  Fibroblast is related to cervical lymph node metastasis in pT1 or pT2 tongue squamous cell 

carcinoma
神戸大・院医・病理学

佐藤 経雄

PS4-3  転写因子 Dach1 による腫瘍内血管形成の促進
  The transcription factor Dach1 promotes angiogenesis in B16F10 tumor

近畿大学大学院　総合理工学研究科　理学専攻

畑谷 友宥

PS4-4  Ccl21a KO マウスでの B16F10 メラノーマ増殖低下における制御性 T 細胞の関与
	 	Hypofunction	of	B16F10	melanoma-infiltrated	Tregs	in	the	Ccl21a KO mice

近畿大学大学院　総合理工学研究科　理学専攻

藤江 亮之介

PS4-5  転写因子 Dach1 が腫瘍流入領域リンパ節血管形成に与える影響
  The expression of Dach1 affects vascular growth in the tumor draining lymph nodes

近畿大学大学院　総合理工学研究科　理学専攻

信澤 怜佳

PS4-6  CXCL1-CXCR2シグナルが胆道癌転移に及ぼす影響
  Role of CXCL1-CXCR2 signaling for distant metastasis of cholangiocarcinoma

大阪市立大学大学院　医学研究科　癌分子病態制御学

山本 百合恵

PS5-1  膵癌血管新生におけるアクチン結合タンパクGirdinの機能解析
  Girdin, an actin-binding protein, plays an important role in pancreatic cancer angiogenesis

名古屋市立大学大学院医学研究科　消化器外科学

林 祐一

PS5-2  小細胞肺がんの異種移植マウスモデルにおける新規転移促進因子の同定
  A new metastasis-promoting gene in xenograft mouse models of human SCLC

公益財団法人微生物化学研究会　微生物化学研究所　沼津支所

坂本 修一

PS5-3  膵癌oncogeneとしての受容体型チロシンキナーゼTYRO3の機能
  Oncogenic impact of TYRO3 receptor tyrosine kinase in pancreatic cancer

鳥取大学　医学部　消化器外科・小児外科

森本 昌樹

ポ
ス
タ
ー
セ
ッ
シ
ョ
ン



− 30 −

PS6-4  Stage IVがんに対する高濃度ビタミンCとヨウ素の併用療法とリキッドバイオプシー
診断による治療効果の追跡

  Tracking of Therapeutic Effects using Liquid Biopsy for Stage 4 Cancer Patients
医療法人悠健ドクターアンディーズクリニック

Wong Andrew

PS6-5  個体表現型スクリーニングによる新規がん治療薬開発の加速
  Accelerating drug discovery for cancer treatment through a whole-animal phenotypic screening

北海道大学　遺伝子病制御研究所　がん制御学分野

園下 将大

ポスターセッション 6［転移の治療 1］ 

座長：	山口 英樹（公益財団法人佐々木研究所　附属佐々木研究所　腫瘍細胞研究部）

PS6-1  イマチニブ耐性GISTの臨床病理学的検討
  Clinicopathological study of imatinib-resistant GIST

大阪大学　医学部　附属病院

池永 直樹

PS6-2  MiR-1291は大腸癌細胞の癌幹細胞性を阻害する
  MiR-1291 may inhibit cancer stemness in colorectal cancer cells

大阪大学大学院　医学系研究科　保健学専攻　分子病理学

王 佳き

PS6-3  miR-4711-5pは大腸・膵癌細胞の幹細胞性質を抑制する
  miR-4711-5p suppresses cancer stemness in colon and pancreatic cancer cells

大阪大学大学院　保健学専攻　分子病理学

河波 志穂

PS5-4  ストレス応答キナーゼp38とMK2はRSK-EphA2経路の活性化を誘導することで細
胞遊走を促進する

  Stress-activated kinase p38 and MK2 induces cell migration by activating the RSK-EphA2 
pathway

富山大学　大学院医学薬学研究部 ( 薬学 )　がん細胞生物学研究室

周 越

PS5-5  甲状腺乳頭癌において“高リスク”を特徴づける腫瘍関連遺伝子の探索
	 	Identification	of	tumor-progressive	gene	expression	profile	in	high-risk	papillary	thyroid	cancer

名古屋大学医学部附属病院　乳腺・内分泌外科

柴田 雅央

PS5-6  ヘパラナーゼ阻害物質による結腸癌細胞の増殖抑制効果：NF-κBシグナル伝達経路
の関与

  Heparanase inhibitors suppress proliferation of colon cancer cells: Involvement of NF-kB 
pathway

星薬科大学　生化学研究室

史 佳
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PS6-6  Radiomicsを用いた大腸癌肝転移の化学療法効果予測
  Radiomics texture analysis for the chemosensitivity of colorectal liver metastases sensitive

九州大学大学院　消化器・総合外科

中西 良太

PS6-7  切除可能大腸癌肝転移に対する術前化学療法の適応条件および有効性に関する検討
	 	Efficacy	of	preoperative	chemotherapy	for	resectable	liver	metastasis	of	colorectal	cancer

九州大学大学院　消化器・総合外科

王 歓林

ポスターセッション 7［転移の治療２］ 

座長：	谷口 博昭（慶應義塾大学医学部　腫瘍センター）

PS7-2  食道癌術後再発に対する治療成績と予後因子の検討
  Prognostic indicator for postoperative recurrence of esophageal squamous cell carcinoma

鳥取大学　医学部　消化器・小児外科

宍戸 裕二

PS7-3  前立腺癌oligometastasesに対する放射線照射の有効性に関する検討
	 	Clinical	investigation	about	the	efficacy	of	radiation	for	oligometastases	of	prostate	cancer

金沢大学大学院　医薬保健学総合研究科　泌尿器集学的治療学

八重樫 洋

PS7-4  大腸癌における新規アミノ酸トランスポーター阻害薬JPH203の有用性に関する報告
  Effectiveness of amino acid transporter inhibitor, JPH203 in colorectal carcinoma

広島大学病院　内視鏡診療科

大谷 里奈

PS7-5  大腸癌肝転移マウスモデルに対する抗PD-1抗体及びPDGFR阻害剤の併用効果の検討
  Combination effect of anti-PD-1 antibody and PDGFR inhibitor on metastasis of colorectal cancer

広島大学病院　内視鏡診療科

門田 紘樹

PS7-6  EGFRの制御を介したBMP阻害による大腸癌増殖抑制
  BMP inhibition suppresses colorectal cancer growth via negative regulation of EGFR

京都大学　大学院医学研究科　クリニカルバイオリソース研究開発講座

清水 翔太

PS7-7  局所進行直腸癌に対する術前放射線化学療法後の再発リスク因子についての検討
  Risk factors for recurrence after preoperative chemoradiotherapy for locally advanced rectal cancer

鳥取大学　医学部　消化器・小児外科

植嶋 千尋

PS7-1  大腸癌肝転移に対する腹腔鏡下肝切除の安全性と妥当性の検討
  Safety and validity of laparoscopic hepatectomy for colorectal liver metastases

鳥取県立中央病院 外科

内仲 英
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ポスターセッション 8［転移の治療３］ 

座長：	安本　和生（金沢医科大学　医学部　腫瘍内科学）

PS8-1  イマチニブ耐性GISTに対するSunitinibとTAS-116によるコンビネーション治療の
検討

  Combination treatment of sunitinib and TAS-116 for imatinib-resistant GIST
大阪大学　大学院医学系研究科 外科系臨床医学専攻 外科学講座消化器外科学

寺西 立冴

PS8-2  PRDM14 分子に対するsiRNA医薬の膵がん腹膜播種における治療効果
  PRDM14 siRNA drug provided therapeutic effect for peritoneal dissemination of pancreatic 

cancer
慶應義塾大学医学部　腫瘍センター

谷口 博昭

PS8-3  食道癌根治切除後の肝転移再発に対して肝切除を行い無再発生存が得られている2例
  Hepatectomy for recurrent liver metastasis after radical esophagectomy

名古屋市立大学　大学院医学研究科　消化器外科

伊藤 直

PS8-4  肛門管扁平上皮癌に対し集学的治療を施行した1例
  A case of comprehensive treatment for anal canal squamous epithelial carcinoma

浜松医科大学　第二外科

杉山 洸裕

PS8-5  大腸癌細胞におけるINK4遺伝子活性は増殖抑制に寄与する
  INK4 gene activity in colorectal cancer cells contributes to growth inhibition

大阪大学・大学院医学系研究科・消化器外科

美濃地 貴之

PS8-6  177-Lu DOTATOCの2回投与でPRが得られた直腸NET肝転移の1例
  A case of rectal NET liver metastasis responding to twice administration of 177-Lu DOTATOC

鳥取県立中央病院　消化器外科

多田 陽一郎

PS8-7  当院の大腸癌肝転移に対する腹腔鏡下肝切除術の治療成績の検討
  The laparoscopic hepatectomy for metastasis of colorectal cancer in our hospital

関西労災病院　外科

桂 宜輝

PS8-8  局所進行直腸癌に対する術前化学放射線療法後切除例の転移症例と予後
  Distant metastases after neoadjuvant chemoradiotherapy for local advanced rectal cancer

大阪急性期・総合医療センター

賀川 義規
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ポスターセッション 9［興味ある転移症例］ 

座長：	瀧口 修司（名古屋市立大学）

PS9-3  同時性肛門管，肝転移をきたした直腸癌の1例
  A case of rectal cancer with simultaneous anal canal and liver metastasis

浜松医科大学外科学第二講座

立田 協太

PS9-4  膵癌術後肺転移再発に対して集学的治療を行い長期生存が得られている一例
  A patient with long-term survival after lung metastasis treated by multimodality therapy

浜松医科大学　外科学第二講座

森田 剛文

PS9-5  臍転移を認めた切除不能胆嚢癌の1例
  A case of unresectable gallbladder cancer with umbilical metastasis

山陰労災病院

漆原 正一

PS9-6  経過中に多発リンパ節転移をきたし、CA19-9高値を示した筋層非浸潤性膀胱癌の一例。
  Lymph-node metastases with high level of CA19-9 during non-muscle invasive bladder cancer 

follow-up
聖マリアンナ医科大学　腎・泌尿器外科

岩田 鉄平

PS9-7  大腸癌多発肺転移治療中に増大した原発性肺癌の１切除例
  A resected case of lung cancer during chemotherapy of multiple lung metastasis from colon 

cancer
国立病院機構　米子医療センター

谷口 健次郎

PS9-8  頭蓋外に転移した膠肉腫の腫瘍内不均一性をしめした一剖検例
  Intratumoral heterogeneity in the gliosarcoma with extracranial metastases; an autopsy case

山形大学　医学部　病理学講座（病理診断学講座）

北岡 匠

PS9-1  低血糖を契機に発見され再肝切除によって長期生存が可能であった十二指腸GISTの
１例

  A long surviving case by repeating hepatectomy for IGF-II positive liver metastasis of duodenal 
GIST

名古屋市立大学大学院　医学研究科　消化器外科学

大見 関

PS9-2  術後合併症が胃癌胃全摘後の予後・再発形式に与える影響
  The impact of postoperative complication on survival and recurrence pattern in total gastrectomy

大阪大学大学院医学系研究科外科学講座消化器外科学

吉岡 亮
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ポスターセッション 10［転移とバイオメーカー］ 

座長：	松尾 洋一（名古屋市立大学　医学部　消化器外科）

PS10-1  リンパ節転移組織像によるStageIII大腸癌根治術後の微小転移存在予測―再発・予後
との関連―

  Cribriform carcinoma in the lymph nodes is associated with recurrence of Stage III colorectal 
cancer

国立病院機構　南和歌山医療センター　外科

横山 省三

PS10-2  乳がんモデルに対する抗TROP2モノクローナル抗体TrMab-6の抗腫瘍効果
  Anti-TROP2 monoclonal antibody TrMab-6 exerts antitumor activity in breast cancer model

東北大学大学院　医学系研究科　抗体創薬研究分野

田中 智大

PS10-3  大腸癌組織におけるKLF5とCCAT1の発現検討
  Comparative study of LncRNA CCAT1 and KLF5 in colorectal cancer

大阪大学大学院　医学系研究科　保健学専攻　分子病理学

浅井 香穂

PS10-4  大腸癌における血清CA19-9値を測定する臨床的意義　～血清CEAと合わせて～
	 	Clinical	Significance	of	Serum	CEA	and	CA19-9	Levels	in	Postoperative	Follow-up	of	

Colorectal Cancer
藤田医科大学　医学部　総合消化器外科

佐藤 美信

PS10-5  上部消化管癌間質のtenascin C高発現は術後再発のリスク因子である
  Tenascin C in tumor stroma is a predictive marker for recurrence in upper gastrointestinal 

cancers
浜松医科大学外科学第二講座

村上 智洋

PS10-6  混合型肝癌におけるACYP1発現の意義の検討
	 	Clinical	Significance	of	Acylphosphatase	1	in	Combined	Hepatocellular-Cholangiocarcinoma

大阪大学大学院　消化器外科学

阪野 佳弘

PS10-7  胃癌の腹膜播種・肝転移予測因子としてのAMIGO2の有用性
  Usefulness of AMIGO2 as a predictor of peritoneal and hepatic metastasis in gastric cancer

鳥取大学医学部

後藤 圭佑

PS10-8  結腸癌症例におけるCD44/CD133発現は転移に関連するのか？
  Do expressions of stem cell markers CD44 and CD133 predict metastasis in colon cancer cases?

北里大学大学院　医療系研究科　外科学

甲斐田 武志
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ポスターセッション 11［転移の実験モデル / がん免疫］ 

ポスターセッション 12［転移と薬剤・放射線耐性］ 

座長：	齊藤　博昭（鳥取赤十字病院　外科）

座長：	坂本 修一（公益財団法人微生物化学研究会　微生物化学研究所　沼津支所）

PS11-1  ヒト膵癌患者由来腫瘍片の同所性異種移植は遠隔転移とがん関連凝固異常を再現できる
  Orthotopic pancreatic cancer tissue xenografts recapitulate metastasis and hypercoagulation

神戸大学　保健学研究科

大永 智貴

PS11-2  HER2陽性乳がんにおける新たな脳転移能評価系の確立
  Establishment of novel brain metastasis evaluation system in HER2-positive breast cancer

早稲田大学大学院　先進理工学研究科　生命医科学専攻

黒岩 由佳

PS11-3  大腸癌腹膜播種モデルにおけるPMN-MDSCの役割
  Role of PMN-MDSCs in peritoneal dissemination model of colorectal cancer

神戸大学大学院医学研究科　外科学講座　食道胃腸外科学分野

山下 公大

PS11-4  糖尿病治療薬メトホルミンが結腸直腸癌の転移に与える影響
  Effects of the Antidiabetic drug Metformin on the metastasis of colorectal cancer

自治医科大学附属病院　消化器一般移植外科学

齋藤 晶

PS11-5  麹菌発酵玄米による炎症発がん・悪性化の予防
  Prevention of inflammation-related carcinogenesis and progression by FBRA

鳥取大学　医学部　実験病理学分野

根本 英幸

PS11-6  がん転移制御に関わる組織間でのNK細胞の免疫応答性の比較
  Exploration of anti-metastatic effector function of NK cell in distinct organs

富山大学　和漢医薬学研究所

山本 奨也

PS12-1  転移性EGFR変異肺がんにおいて併存するRBM10遺伝子変異によるEGFR-TKI阻害
薬耐性

	 	Deficiency	of	splicing	factor	RBM10	limits	EGFR-TKI	response	in	metastatic	EGFR-mutant	
lung cancer

金沢大学　がん進展制御研究所　腫瘍内科

南條 成輝
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PS12-2  Semaphorin 3CによるHGF/c-Met signalを介した膵癌進展機構の解明
  Elucidation of the molecular mechanism underlying SEMA3C and HGF/c-Met signaling in 

PDAC progression
千葉大学　臓器制御外科

冨澤 聡史

PS12-3  新規アンドロゲン受容体シグナル伝達阻害薬とタキサン系抗癌剤は去勢抵抗性前立腺
癌の内臓転移を誘発する

  AR signaling-targeted therapy and taxane chemotherapy induce visceral metastasis in CRPC
金沢大学大学院医薬保健学総合研究科　泌尿器集学的治療学

岩本 大旭

PS12-4  前立腺癌のカバジタキセル耐性にはCCL2-CCR2シグナルの活性化が関与する
  The CCL2-CCR2 axis contributes to cabazitaxel resistance in prostate cancer cells

金沢大学　大学院医薬保健学総合研究科　泌尿器集学的治療学

泉 浩二

PS12-5  ミトコンドリア膜タンパクであるSLP-2を介した化学療法誘導転移メカニズムの解明
  Stomatin-like protein 2 might be correlated with chemotherapy induced metastasis

東北大学　消化器外科

有明 恭平

PS12-6  低用量維持投与のシスプラチンは腫瘍微小環境における骨髄由来免疫抑制細胞の動員
と炎症性変化を抑制する

	 	Low-dose	metronomic	cisplatin	reduces	MDSCs	and	inflammatory	changes	of	tumor	
microenvironment

北海道大学大学院歯学研究院　口腔病態学分野　血管生物分子病理学教室

菊地 央

ポスターセッション 13［転移と細胞特性］ 

座長：	神田 光郎（名古屋大学）

PS13-1  FDG-PET検査によるリンパ節SUVmax値を用いた胃癌リンパ節転移診断の有用性の
検討

  Usefulness of FDG-PET for the diagnosis of lymph node metastasis in gastric cancer using 
SUVmax

神戸大学　大学院医学研究科　食道胃腸外科学分野

山田 康太

PS13-2  がん細胞における代謝異常と破骨細胞活性化機構の検討
  The novel mechanism of osteoclast activation by metabolic abnormalities in breast cancer cells

東京医科大学　医学総合研究所　分子細胞治療研究部門

山元 智史

PS13-3  膵がんにおける腫瘍内不均一性を示すROR1陽性細胞の役割
  Intratumoral heterogeneity of ROR1 in pancreatic adenocarcinoma

熊本大学　大学院生命科学研究部　病態生化学講座

山崎 昌哉
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PS13-4  前立腺癌骨転移フェノタイプ規定因子の同定
  Responsible gene in bone metastasis phenotype of prostate cancer

国立がん研究センター研究所　細胞情報学分野

伊藤 景紀

PS13-5  リンパ好性転移乳癌細胞株における癌幹細胞マーカー発現の検討
  Expression of the cancer stem cell markers on the highly lymph-metastatic breast cancer cells

国際医療福祉大学　薬学部

八木 秀樹

PS13-6  胃癌リンパ節転移に関与する蛋白および遺伝子群のクラスター解析
  Clustering Analysis of Protein and Gene Group Related to Lymph Node Metastasis in Gastric 

Cancer
大阪市立大学大学院　消化器外科学

辻尾 元

PS13-7  小細胞肺癌におけるFAKを介した足場非依存性増殖シグナルの解析
  Analysis on the signals of FAK-mediated anchorage-independent cell growth in small cell lung 

cancer
防衛大学校　応用化学科

岩本 亜樹
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