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第 33 回日本消化器癌発生学会総会開催の御挨拶
第 33 回日本消化器癌発生学会総会 会長

野村幸世

（東京大学大学院医学系研究科消化管外科学）

皆様のご協力によりまして、2022 年 11 月 11 日、12 日の 2 日間にわた
りまして、第 33 回日本消化器癌発生学会総会を東京の一橋講堂にて
開催させていただく予定です。プログラムはシンポジウム 5 つ、ワー
クショップ 4 つ、ポスターもブースとコアタイムを設け、アメリカから
は James R. Goldenring 先生がおいでになり、特別講演をなさいます。

COVID-19 の収束は未だみない状況ですが、基本、現地にお越し
いただければ、と考えております。感染対策は十分に施して開催の
予定ですので、ぜひ、いらしていただき、久しぶりに皆様のお顔を
直接、拝見したいと思っております。よろしくお願いします！
テーマ：
「癌細胞社会のクローナリティとダイバーシティ」

第 回日本消化器癌発生学会総会の御挨拶
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会

長：野村幸世（東京大学大学院医学系研究科消化管外科学）

会

期：2022 年 11 月 11 日
（金）
〜 12 日（土）

会

場：一橋大学一橋講堂（東京都千代田区一ツ橋 2-1-2 ）

開催形式：現地開催＋ライブ配信
参加費：15,000 円
※ 詳細については、決まり次第 HP にて掲載いたします。https://www.j-sgc.org/jsgc2022/

ご参加される方へ
第 33 回日本消化器癌発生学会総会では、会場でご講演・発表を原則としておりますので、会場に必ずお越し下さい。
（水）
までに運営事務局へお申し出ください。事情を検討
やむを得ず会場にお越しいただけない場合は、11 月 2 日
（水）
までに ZOOM の URL 等をお知らせいたします。
させていただき、遠隔でご講演いただく方へは、11 月 8 日
（水）
までに参加費をお振込いただ
なお、一部共催プログラムを除いて、講演のライブ配信を行います。11 月 2 日
き、入金を確認後、視聴用 URL をお知らせいたします。振込後、入金確認に数日かかることをご承知おきください。
ご来場の際は受付前に体温測定をお願いいたします。37.0 度以上の発熱のある方はご来場をご遠慮いただく可能
性もございます。また会場内ではマスクの着用をお願い申しあげます。
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1 日目

2022 年 11 月 11 日（金）

第１会場（一橋講堂）

※イブニングセミナー、ランチョンセミナーは 1F 特別会議室で行います

第２会場（２F 中会議場 1 〜 4）
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17:00

18:00

09:50 〜 11:20（1:30） 講演 7 分質疑 2 分
シンポジウム 1『免疫を考慮した消化器癌研究』
09:50 豊住 武司（千葉大学）
09:59 丸山
傑（がん研有明病院） 座 長：
10:08 石本 崇胤（熊本大学）
大辻 英吾（京都府立医科大学）
10:17 Wan-Ying Du（東京大学） 市川 大輔（山梨大学）
10:26 谷口 浩二（北海道大学）
10:35 山田 康太（神戸大学）
10:44 大原 利章（岡山大学）
10:53 中尾 寿宏（徳島大学）
11:02 宮本 裕士（熊本大学）
11:11 進士 誠一（日本医科大学）

9:50 〜 11:20（1:30） 講演 7 分質疑 2 分
シンポジウム 2『臨床応用を意識した消化器癌研究』
09:50 向所 賢一（滋賀医科大学）
09:59 田中 晃司（大阪大学）
座 長：
10:08 西村星多郎（岡山大学）
掛地 吉弘（神戸大学）
10:17 増田 寛喜（東京大学）
高須 千絵（徳島大学）
10:26 仲山
孝（山梨大学）
10:35 芝本
純（京都府立医科大学）
10:44 徳永 卓哉（徳島大学）
10:53 本藤 奈緒（信州大学）
11:02 脇坂 和貴（北海道大学）
11:11 上原 将大（金沢大学）

11:40 〜 12:40（1:00）
〈1F 特別会議室〉
ランチョンセミナー 2
共 催：第一三共株式会社
座 長：大辻 英吾（京都府立医大）
講 演：神田 光郎（名古屋大学）

11:40 〜 12:40（1:00）
ランチョンセミナー 1
共 催：ビオフェルミン製薬株式会社 / 大正製薬株式会社
座 長：野村 幸世（東京大学）
講 演：内藤 裕二（京都府立医大）

12:50 〜 13:20（0:30） 会長講演
基調講演：大原 毅（名誉理事長）
講 演：野村 幸世（東京大学）

座 長：
島田 光生（徳島大学）

13:30 〜 14:30（1:00）
特別講演①
座 長：James R. Goldenring（Vanderbilt University Medical
Center and the Nashville VA Medical Center）
講 演：Benjamin Beck（WELBIO/FNRS）

14:40 〜 16:10（1:30） 講演 7 分質疑 2 分
シンポジウム 4『癌の病態と予防、診断』
14:40 足立
靖（札幌しらかば台病院）
14:49 黒川 幸典（大阪大学）
座 長：
14:58 臼井 源紀（千葉大学）
牛島 俊和（星薬科大学）
15:07 竹内 千尋（国立がん研究センター） 汐田 剛史（鳥取大学）
15:16 清水 孝洋（京都大学）
15:25 沖元謙一郎（千葉大学）
15:34 寺奥 大貴（徳島大学）
15:43 柳
昭（熊本大学）
15:52 島垣 智成（九州がんセンター）
16:01 松本 伸行（聖マリアンナ医科大学）

16:30 〜 17:30（1:00）
研究奨励賞発表
1. 中村 俊介（名古屋大学）
2. 坂本
譲（北海道大学）
3. 谷合 智彦（東京医科歯科大学）
4. 河合 裕成（東京慈恵会医科大学）
5. 小澤 直也（群馬大学）

座 長：
沖
英次（九州大学）
副島 雄二（信州大学）

17:35 〜 18:25（0:50）
〈1F 特別会議室〉
イブニングセミナー
『胃癌治療の最新情報から治療戦略を考える』
共 催：日本イーライリリー株式会社
座 長：金沢 義一（日本医科大学）
講演①：川添 彬人（国立がん研究センター）
講演②：山下 裕玄（日本大学）

13:30 〜 15:00（1:30） 講演 7 分質疑 2 分
シンポジウム 3『多様性を持った癌細胞の制圧』
13:00 村上健太郎（千葉大学）
13:09 辻尾
元（大阪公立大学）
座 長：
13:18 丸尾 晃司（大阪公立大学）
調
憲（群馬大学）
13:27 金田 篤志（千葉大学）
五井 孝夫（福井大学）
13:36 西
正暁（徳島大学）
13:45 下野 洋平（藤田医科大学）
13:54 高橋
剛（大阪大学）
14:03 高須 千絵（徳島大学）
14:12 堂本 貴寛（金沢大学）
14:21 青山 里佳（大阪公立大学）

15:20 〜 16:40（1:20）ワークショップ 2（胃胆）
15:20 呉
美喬（大阪大学）
15:27 杉本
亮（岩手医科大学）
座 長：
15:34 入江 宇大（国立がん研究センター） 八代 正和（大阪公立大学）
15:41 蓮田 博文（九州医療センター）
愛甲
丞（東京大学）
15:48 久下 恒明（東京大学）
15:55 溝田 和弘（中津市民病院）
16:02 松本 陽介（静岡がんセンター）
16:09 小野山温那（東京大学）
16:16 古川健一朗（静岡がんセンター）
16:23 古市 ゆみ（国立がん研究センター）
16:30 山本百合恵（大阪公立大学）

16:50 〜 17:50（1:00）
ポスター発表コアタイム モニター 4 台× 8 〜 9 演題
座 長：
奥村 康弘（東京大学）
豊田 武士（国立医薬品食品衛生研究所） 佐伯 浩司（群馬大学）
八木 浩一（東京大学）
吉川 幸造（徳島大学）
金田 篤志（千葉大学）
田中 浩明（大阪市立大学）
神田 光郎（名古屋大学）
（→演題は 4、5 ページ参照）
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2 日目

2022 年 11 月 12 日（土）
第２会場（２F 中会議場 1 〜 4）

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

9:30 〜 10:30（1:00）
特別講演②
座 長：調
憲（群馬大学）
講 演：James R. Goldenring（Vanderbilt University Medical
Center and the Nashville VA Medical Center）

10:40 〜 11:40（1:00）
〈1F 特別会議室〉
ティータイムセミナー
共 催：ノーベルファーマ株式会社
座 長：吉富 秀幸（獨協医大埼玉医療センター）
講演①：深田 俊幸（徳島文理大学）
講演②：松尾 洋一（名古屋市立大学）

11:50 〜 12:50（1:00）
〈1F 特別会議室〉
ランチョンセミナー 4『胃癌治療における現在と今後の展望』
共 催：ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社
座 長：山口 佳之（川崎医科大学）
講演①：川添 彬人（国立がん研究センター）
講演②：中山 厳馬（がん研究会有明病院）

13:00 〜 13:20（0:20）理事長講演
座 長：野村 幸世（東京大学）
、講 演：島田 光生（徳島大学）
13:30 〜 13:55（0:25）
大原毅賞・田原榮一賞授賞式、大原毅賞受賞講演
田原賞受賞者追悼講演

14:00

15:00

14:05 〜 15:25（1:20） ワークショップ 1（食道）講演 5 分質疑 2 分
14:05 塩見真一郎（東京大学）
14:12 夏木 誠司（大阪公立大学） 座 長：
14:19 野中謙太朗（九州大学大学） 渡邊 雅之（がん研有明病院）
14:26 中ノ子智徳（九州大学大学）
14:33 橋本 明史（金沢医科大学） 塚本 徹哉（藤田医科大学）
14:40 後藤 正和（徳島大学）
14:47 関口 翔平（札幌医科大学）
14:54 窪田 寿子（川崎医科大学）
15:01 出口 惣大（大阪公立大学）
15:08 井上 博之（京都府立医科大学）
15:15 阿河 杏介（神戸大学）

10:00 〜 11:30（1:30） 講演 7 分質疑 2 分
シンポジウム 5『消化器癌の発生と進展』
10:00 松尾 洋一（名古屋市立大学） 座 長：
10:09 内田真太郎（群馬大学）
吉住 朋晴（九州大学）
10:18 菓
裕貴（鳥取大学）
瀧口 修司（名古屋市立大学）
10:27 木村 沙織（北海道大学）
10:36 磯村 久徳（愛知県がんセンター研究所）
10:45 磯村 久徳（愛知県がんセンター研究所）
10:54 増尾 仁志（信州大学）
11:03 佐々木拓馬（千葉大学）
11:12 柳垣
充（東京慈恵会医科大学）
11:21 橋本 大輔（関西医科大学）

11:50 〜 12:50（1:00）
ランチョンセミナー 3
共 催：ミヤリサン製薬株式会社
座 長：瀬戸 泰之（東京大学）
講 演：袴田 健一（弘前大学）

13:30 〜 13:55（0:25）
大原毅賞・田原榮一賞授賞式、大原毅賞受賞講演
座 長：上西 紀夫（公立昭和病院）
講 演：増田 隆明（九州大学病院別府病院）
田原賞受賞者追悼講演
司 会：田原 榮一（公益財団法人広島がんセミナー）
講 演：水津
太（香川大学）
14:05 〜 15:29（1:24） ワークショップ 3（大腸肝）講演 5 分質疑 2 分
14:05 橘髙 捺実（大阪大学）
14:12 齋藤
晶（自治医科大学） 座 長：
14:19 藤本 禎明（九州がんセンター） 三森 功士（九州大学病院別府病院）
14:26 山田
峻（岩手医科大学）
宏（神戸大学）
14:33 佐田 春樹（呉医療センター） 横崎
14:40 田中 優衣（慶應義塾大学）
14:47 五十嵐陽介（東京医科歯科大学）
14:54 冨山 貴央（九州大学）
15:01 森永 哲成（九州大学）
15:08 工藤
渉（千葉大学）
15:15 赤岡 宗紀（東京慈恵会医科大学）
15:22 林
弘賢（岐阜大学）
15：35 〜 16:59（1:24） ワークショップ 4（肝膵）講演 5 分質疑 2 分
15:35 宮崎
暁（信州大学）
15:42 加藤 宏之（藤田医科大学） 座 長：
15:49 宮上 侑子（徳島大学）
吉田
寛（日本医科大学）
15:56 白石 裕大（熊本大学）
森根 裕二（徳島大学）
16:03 森
大樹（徳島大学）
16:10 Batbayar Chingunjav（群馬大学）
16:17 村瀬 寛倫（名古屋市立大学）
16:24 谷
大輝（藤田医科大学）
16:31 国村 祥樹（藤田医科大学）
16:38 原
和志（鳥取大学）
16:45 砂口 天兵（鳥取大学）
16:52 土谷 博之（鳥取大学）

16:00
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第１会場（一橋講堂）

※ティータイムセミナー、ランチョンセミナーは 1F 特別会議室で行います
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第

17:00 〜 閉会式

17:00

各種会議
日時：11/10（木）

会場：一橋講堂

理 事 会 15：20 〜 16：20
代議員会 16：30 〜 17：30
3

ポスター 1

武士（国立医薬品食品衛生研究所）、八木

浩一
（東京大学）

『マクロファージとの直接共培養によって食道扁平上皮癌において発現亢進する IL7R は
癌細胞の生存・増殖能や運動能を亢進させる』
北村
優（神戸大学大学院医学研究科 病理学講座）

2022 No.1

座長：豊田

食道胃

●
News letter

ポスター発表

『食道癌根治術後再発例に対する preliminary な治療法』
田中 善宏（岐阜大学医学部 消化器外科）
『間質 TGFBI の高発現は、ESCC における癌の進行とアミノ酸およびグルコースの高取り込みに関連しています』
Erkhem Ochir Bilguun（ Post-doc researcher ）
『 CAFs は食道癌における術前化学療法抵抗性の獲得に関与する』
野村 美咲（順天堂大学 分子病理病態学）
『食道癌患者の骨格筋量が術前化学療法中の有害事象と治療効果に及ぼす影響の検討』
佐藤 悠太（岐阜大学医学部附属病院 消化器外科・小児外科）
『食道癌における術前化学療法の効果に関わる microRNA についての検討』
古家 Hirotaka（京都府立医科大学 外科学教室 消化器外科部門）
『 FSP1 と GPX4 の同時制御によるフェロトーシスを介した食道扁平上皮癌の新しい治療戦略の可能性』
宍戸 裕二（鳥取大学医学部 消化器・小児外科）
『間葉系幹細胞由来エクソソーム内包 miR-29b はヒト由来腹膜中皮細胞の中皮間葉転換を抑制する』
木村 有希（自治医科大学附属病院 消化器一般移植外科）

ポスター 2 胃
座長：金田

篤志（千葉大学大学院）、神田

光郎（名古屋大学）

『胃癌における周術期総コレステロール値の変動と予後の関連』
山本 淳史（山梨大学医学部 第一外科）
『胃癌における予後指標としてのα SMA・Podoplanin 発現』
高橋 和徳（山梨大学 第一外科）
『胃癌の進行を促進する H3K4 メチルトランスフェラーゼのきの機能解析』
寧
萌（千葉大学 分子腫瘍学）
『 EBV 陽性胃癌におけるエピジェネティック制御異常の解析』
朱 天慧（千葉大学 分子腫瘍学）
『 Non-Helicobacter pylori Helicobacter 陽性の胃がん』
保田 智彦（日本医科大学千葉北総病院 消化器外科）
『腹膜播種に伴う腹腔内 myeloid 系免疫細胞の変化』
風當 ゆりえ（自治医科大学消化器一般移植外科）
『胃癌における Anoctamin 5 発現と腫瘍進行との関連』
深見 知之（京都府立医科大学 消化器外科）
『 Gastric adenocarcinoma and proximal polyposis of the stomach (GAPPS) の 2 家系 5 症例』
瀬良 知央（大阪公立大学大学院医学研究科 癌分子病態制御学）

ポスター 3 腸
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座長：奥村

康弘（東京大学）、佐伯

浩司（群馬大学大学院）

『小腸癌において Annexin A10 高発現は予後不良と関係する』
石川 洸（広島大学 大学院 医系科学研究科 分子病理学）
『大腸癌における新規腫瘍特異性抗原の探索』
東 敏弥（岐阜大学医学部附属病院）
『ヒト大腸癌オルガノイドと線維芽細胞のマウス共移植モデルによる実験的 CAFs の作製』
加藤 祐子（順天堂大学医学部 分子病理病態学）
『大腸癌に対する新規 KRAS G12D 阻害剤 MRTX1133 の作用は Cetuximab、Trametinib により増強される』
片岡 将宏（信州大学医学部外科学教室 消化器・移植・小児外科学分野）
『虫垂粘液嚢胞腺腫に対して腹腔鏡下回盲部切除術を施行した 1 例』
荒川 敏（藤田医科大学ばんたね病院 消化器外科）
『大腸非腫瘍部のヒストン修飾は大腸腫瘍の DNA メチル化と相関する』
鈴木 拓（札幌医科大学医学部分子生物学講座）

4

●
News letter

『管状絨毛腺腫 EMR 後に，局所再発，腹膜播種を認めた超高分化型腺癌の１症例』
和田 渉（桐生厚生総合病院 外科）
『大腸癌肝転移巣における肝内リンパ管侵襲の臨床的意義』
佐々木 淳（大分県立病院外科、大分中村病院）

座長：吉川
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ポスター 4

胃肝胆膵
幸造（徳島大学）、田中

浩明（大阪市立大学大学院）

『胃癌組織中 AMIGO2 遺伝子発現の臨床的意義の検討』
中村 俊介（名古屋大学大学院医学系研究科 消化器外科学）
『 KLRG2 の高発現は胃癌の予後不良に相関する』
伊藤 雄貴（名古屋大学医学部消化器外科）
『胃癌における潜在的な治療標的としての GABRD 』
伊藤 雄貴（名古屋大学医学部消化器外科）
『胆道原性髄外形質細胞腫の一例』
塚本 徹哉（藤田医科大学医学部病理診断学）
『メタボリックシンドローム関連脂肪肝炎モデルマウス TSOD の肝臓には肝細胞腺腫の種々の亜型が自然発症する』
Jargalsaikhan Orgil（徳島大学大学院医学研究科 疾患病理学分野）
『膵粘液性嚢胞腺癌、微小浸潤の１例』
桐山 諭和（成田記念病院 病理診断科）
『早期膵腺房細胞癌に対する外科的治療の 1 例』
神尾 健士郎（ばんたね病院消化器外科）
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第 34 回日本消化器癌発生学会総会 会長
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（群馬大学大学院総合外科学講座

調

憲

肝胆膵外科分野）

このたび第 34 回日本消化器癌発生学会総会のお世話をさせていただきます群馬大学大学院総合外科学講座
外科分野

調

肝胆膵

憲でございます。今回会長を拝命いたしましたこと、この上もなく光栄に存じております。このような

機会をお与え頂きました島田光生理事長をはじめ、理事、代議員ならびに会員の皆様方には心より御礼を申し上げます。
第 34 回総会は、2023 年 11 月 24 日（金）〜 25 日（土）に群馬県高崎市の G メッセ群馬にて開催させていただく予定で鋭
意準備を進めているところでございます。
総会が開催されます初冬の群馬は、紅葉も美しい時期でございます。群馬の地で皆様とお会いできることを楽しみ
にしております。

回日本消化器癌発生学会総会開催のご挨拶
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