第２５回京都がん研究会
プログラム
平成２５年３月１５日（金）
午後 5 時 30 分から
芝蘭会館 2Ｆ 稲盛ホール
京都市左京区吉田近衛町 京都大学医学部構内
TEL 075-753-9336

当番世話人

京都大学医学部附属病院 病理診断科 教授 羽賀 卙典

第Ⅰ部：一般演題 テーマ 『 がんのバイオマーカーを用いた診断と治療 』
座長 京都大学医学部附属病院 病理診断科
准教授 三上 芳喜

第Ⅱ部： ミニ レクチャー

『 乳癌の Transcriptome とその臨床応用 』
座長 京都大学医学部附属病院 病理診断科
教授 羽賀 卙典
演者 京都大学大学院医学研究科 標的治療腫瘍学講座
講師 佐藤 史顕 先生

共 催

京都がん研究会
ブリストル・マイヤーズ株式会社

後 援

京都大学がんプロフェッショナル養成プラン
「高度がん医療を先導する人材養成拠点の形成」

第２５回京都がん研究会プログラム
日 時： 平成２５年３月１５日（金）

午後 5 時 30 分～8 時 35 分

会 場： 芝蘭会館 稲盛ホール
会 費： 1,000 円

【情報提供】 午後 5 時 30 分
「 アービタックス注１００ｍｇについて 」 ブリストル・マイヤーズ株式会社

【開会の辞】 午後 5 時 40 分
京都大学医学部附属病院 病理診断科 教授 羽賀 卙典

【第Ⅰ部】 一般演題：「がんのバイオマーカーを用いた診断と治療」
（発表７分、討議３分）午後 5 時 45 分～6 時 45 分
座長： 京都大学医学部附属病院 病理診断科 准教授 三上 芳喜

1. 「子宮頚部病変における p16INK4a/ Ki-67 二重免疫細胞化学の有用性」
京都大学医学部附属病院病理診断科１）、京都大学医学部人間健康科学科

2）

、天理医療大学医

療学部臨床検査学科 3)、
白波瀬浩幸 1)、平田勝啓 1)、城戸貴之 2),3)、三上芳喜 1)、 南口早智子 1) 、羽賀卙典 1)

2. 「発現マイクロアレイ解析に基づく卵巣明細胞腺癌の病態の解明
〜分子標的薬選択に向けて〜」
京都大学 婦人科学産科学
松村謙臣、山口建、天野泰彰、Hisham Abou-Taleb、馬場長、濱西潤三、吉岡弓子、

小西郁生

3. 「膀胱癌診断における尿中 CXCL1 の有用性」
京都大学大学院医学研究科泌尿器科学分野
中嶋正和、松井喜之、澤田篤郎、齊藤亮一、西澤恒二、小林恭、川西卙晃、西山卙之、吉村耕治、
小川修

4. 「PNET に対する EUS-FNA の有用性の検討」
京都大学医学部 消化器内科
南 竜城、佐久間洋二朗、栗山 勝利、大田 悠司、田邊 渉、丸野 貴久、
栗田 亮、塩川 雅広、澤井 勇悟、辻 喜久、宇座 徳光、児玉 裕三

5. 「切除可能胃癌における HER2 発現と臨床病理学的因子の検討」
京都大学消化管外科 1), 信州大学病態解析診断学 2), 京都大学病理診断科 3), 京都大学探索医
療センター検証部 4)
片岡佳樹 1), 岡部寛 1), 吉澤明彦 2), 南口早智子 3), 吉村健一 4), 羽賀卙典 3), 坂井義治

6. 「PET/CT による肝細胞癌の悪性度診断と治療への応用」
京都大学肝胆膵・移植外科、画像診断学・核医学、滋賀県立成人病センター研究所
波多野悦朗、瀬尾智、東達也、中本裕士、石井隆道、田浦康二朗、富樫かおり、上本伸二

【休 憩】 午後 6 時 45 分～6 時 55 分

7. 「稀尐がんに対する診療科横断的診療体制—Desmoplastic small round cell tumor
合同カンファレンスの開催を通じて」
京都大学医学部附属病院・小児科、外来化学療法部、血液・腫瘍内科、人間健康科学科
梅田雄嗣、渡邉健一郎、高田亜希子、山口英貴、濱端隆行、大封智雄、才田聡、
納富誠司郎、加藤格、平松英文、平家俊男、松本繁己、北野俊行、足立壮一

8. 「小型肺癌におけるリンパ節転移の可能性は CT 所見からどこまで予想出来るか？」
京都大学呼吸器外科
横山 雄平、園部 誠、合地 史明、池田 政樹、山田 徹、佐藤 雅昭、
毛受 暁史、青山 晃卙、佐藤 寿彦、陳 豊史、大政 貢、坂東 徹、
伊達 洋至

9. 「イメージングマススペクトロメトリーによる明らかとなった頭頸部癌における脂質分布の特徴」
1

京都大学大学院医学研究科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 2 京都大学大学院医学研究科 消化器内
科

石川征司 1 楯谷一郎 1 武藤学 2 森田周子 2 平野滋 1 北村守正 1 嘉田真平 1 伊藤壽一 1

10. 「中枢神経系悪性リンパ腫に対する MTX＋Ara-C 化学療法単独治療の成績」
京都大学医学部 脳神経外科、血液・腫瘍内科
牧野 恭秀、荒川 芳輝、北野俊行、錦織桃子、近藤忠一、高折晃史、宮本 享

11. 「京都大学病院がんセンターキャンサーバイオバンクプロジェクト
（Kyoto University Hospital Cancer Center, Bio-bank and -Informatics for Cancer
(BIC) project）」
臨床腫瘍薬理学講座 1 がんセンターがん医療開発部 2 薬剤部 3 医療情報部 4．
病理診断部 5 検査部 6 健康管理学講座 7 消化器内科 8 腫瘍薬物治療学講座 9
金井 雅史 1、古川 恵子 2、松本 繁巳 1、米澤 淳 3、黒田 知宏 4、鶴山 竜昭 5、
志賀 修一 6、羽賀 卙典 5、小杉 眞司 7、一山 智 6、吉原 卙幸 4、松原 和夫 3、
千葉 勉 8、武藤 学 9

【休 憩】 午後 7 時 55 分〜8 時 05 分

【第Ⅱ部】 ミニ レクチャー 午後 8 時 05 分〜8 時 35 分
座長： 京都大学医学部附属病院 病理診断科 教授 羽賀 卙典
演者： 京都大学大学院医学研究科 標的治療腫瘍学講座
講師 佐藤 史顕 先生

『 乳癌の Transcriptome とその臨床応用 』

【閉会の辞】

午後８時 35 分

京都大学医学部附属病院 病理診断科 教授 羽賀 卙典

＊ 尚、講演会終了後、情報交換の場を設けております

