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ご 挨 拶

このたび第 7回日本婦人科がん分子標的研究会学術集会を 7月 18 日（金）名古屋国際会議場で開催させて
いただき光栄かつ大変うれしく思っております．このたびの学術集会は第 44 回日本婦人科腫瘍学会学術集会
との共同開催となります．共同開催に際しましては本研究会代表世話人の菊池義公先生をはじめとする会員
の皆様，また快く共催に応じていただきました日本婦人科腫瘍学会理事長の稲葉憲之先生，第 44 回学術集会
会長の宇田川康博先生のご理解とご協力に改めて感謝申し上げます．
特別講演 1の林慎一先生はホルモン依存性腫瘍の発生・進展の分子機構の解明，新規分子検査・診断法の

研究開発において独創的な研究成果を数多く発表されています．また特別講演 2の佐藤靖史先生は「がん分
子標的治療研究会」の世話人でもあり，血管新生の分子機構とその制御に関する研究で国際的にも著名な先
生です．
ランチョンセミナーにお招きした清野透先生は，米国シアトルのフレッドハッチンソン癌研究所の

Galloway 博士のラボでHPVの基礎研究をされた後国立がんセンターに移られて研究を継続・発展されてい
る，世界的にも有数のHPV基礎研究者です．私も同じラボに留学しておりましたので，このような全国的な
研究会に兄弟弟子を招請する機会を得ましたことは何事にも代えがたい喜びです．
研究会の締めくくりとして婦人科腫瘍学会との共催イブニングセミナー「婦人科腫瘍と分子標的薬」を企

画しました．国内での分子標的治療薬開発の現状と問題点が浮き彫りになり将来の開発戦略につながること
を期待します．
今回の共催により本研究会の認知度がますます高まり研究会の発展に少しでも寄与できれば幸いです．そ

れでは熱い名古屋で熱い討論が繰り広げられますことを祈念しております．

第 7回日本婦人科がん分子標的研究会
学術集会会長 八重樫伸生

東北大学大学院婦人科学分野教授

お し ら せ

参加費： 13,000 円（両会共通）
世話人会： 7月 18 日（金）朝 8：00 より

名古屋国際会議場 会議室 225
軽食をご用意しております

懇親会： 7月 17 日（木）18：00 より
名古屋国際会議場 白鳥ホール
日本婦人科腫瘍学会との合同懇親会となります
懇親会は無料です

一般口演発表： 発表 12 分＋質疑 5分，合計 17 分間
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お知らせとお願い

（1）学会参加者の方へ
1．会場について
平成 20 年 7 月 17 日（木）～19 日（土）：名古屋国際会議場

2．学術講演会参加登録について
受付時間は下記の通りです．
7月 17 日（木） 8：00～18：00
7 月 18 日（金） 8：00～18：00
7 月 19 日（土） 8：00～14：00
参加登録を済ませてからそれぞれの会場へお進み下さい．

3．学術講演会参加費について
参加費は 13,000 円（腫瘍学会・分子標的研究会共通）です．コメディカルスタッフ（看護師・臨床検査技師・理学療法
士）の参加費は 3,000 円，初期研修医・医学生は無料です．領収書と兼用の参加章（ネームカード）をお渡しします．学
術講演会場では必ず参加章をお付けください．

4．専門医制度教育プログラムについて
1：教育セミナー�7 月 17 日（木） 14：00～14：50
（受講票受取条件�14：10 までに入室～14：40 以降退室）
卵巣腫瘍取扱い規約第 1部の改訂の基本方針と今後の課題

2：教育講演�7 月 18 日（金） 11：00～11：50
（受講票受取条件�11：10 までに入室～11：40 以降退室）
癌の臨床研究の方法論

※専門医取得・更新の際に必要な受講票を配布いたします．
※1または 2の聴講でも，1と 2両方聴講の場合でも，第 44 回学術集会・教育プログラム 1回分の参加とさせていただ
きます．

※専門医修練期間中は年 1回以上，更新には 5年間で 3回以上の受講が必要です．詳細は専門医制度規則資格認定施行
細則をご参照下さい．

5．総懇親会について
7月 17 日（木）18：00 より行われます総懇親会は無料です．
会場は第 1会場（白鳥ホール）です．

6．日本産科婦人科学会専門医シール，日本産婦人科医会研修シールについて受付で各シールをお渡ししますのでお申し出
下さい．

7．クロークについて
会場内のクロークをご利用下さい．

（2）一般演題
1．講演時間は，口演 8分（発表 6分＋質疑応答 2分）ポスターセッション 6分（発表 4分＋質疑応答 2分）です．時間は
厳守してください．

2．分子標的研究会での口演発表時間は，17 分（発表 12 分＋質疑応答 5分）になります．時間は厳守して下さい．
3．次演者はお早めに次演者席にお着き下さい．

（3）病理症例検討会ご発表および参加の方へ
1．検討会前の症例検鏡
場所：検鏡室（会議室 221）
日時：7月 17 日（木）11：00～18：00

7 月 18 日（金） 9：00～16：00
2．病理症例検討会
場所：第 2会場（会議室 224）
日時：7月 19 日（土）9：00～14：30
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3．事前準備および症例検鏡に関するお知らせとお願い
発表者には病理標本の提出をお願いします．
病理標本の受付は 7月 17 日（木）9：00～11：00．プログラムに掲載された標本番号の所に標本を置いて下さい．枚数に
制限はありません．また，マクロ像切り出し図などもご用意願います．説明の併記をお願いします．

4．病理標本の撤去は 7月 18 日（金）16：00～17：00 にお願いします．
5．検鏡室の前に投票用紙を用意します．診断名を書いて会場備え付けの投票箱にお入れ下さい．
6．病理症例検討会演者の方へ
討論を含めて 1症例 10 分です．簡潔に症例に関してまとめてご発表下さい（最長 4分）．発表はすべて PCを用いて下
さい．枚数に制限はありません．

（4）PC発表に際してのお願い
1．発表方法に関しまして
（1）発表形式は PC発表です．

スライドやビデオは使用できませんので，ご注意下さい．
（2）会場へは，1．USBメモリ，2．CD-R，3．パソコン本体，以上 1～3のうち，

いずれかの形で発表データをお持ち込み下さい．
（3）講演開始 30 分前迄に PC受付にて発表データの試写と受付を済ませて下さい．

PC持ち込みの方も，30 分前迄に PC受付へお越し下さい．
（4）パワーポイントの「発表者ツール」機能は使用できません．
（5）PC受付のパソコンは台数が限られております．

受付パソコンを独占しての長時間データ修正はご遠慮願います．
学会場ではレイアウト修正のみとし，データ修正等は事前に済ませてから
学会場へお越し下さい．

2．USBメモリ，またはCD-R（RW不可）をお持ち込みの方への注意事項
（1）ソフトは，以下のものをご使用ください．

Windows 版 PowerPoint 2000�2002�2003
※PowerPoint 2007（XP，Vista）をご使用の方は，PCをお持ち込み下さい．
※Macintosh をご使用の方は，PCをお持ち込み下さい．
※動画ファイルをご使用の方は，PCをお持ち込み下さい．

（2）フォントはOS標準のもののみご使用下さい．
（3）会場スピーカーに音声は流せません．
（4）画面の解像度は，XGA（1024×768）でお願い致します．
（5）CD-R（RW不可）への書き込みは，ISO9660 方式をお使い下さい．

※パケット方式ですと，会場 PCで読み込めない恐れがあります．

3．ノート PCをお持ち込みの方への注意事項
（1）バックアップとして，必ずメディアもご持参下さい．
（2）会場スピーカーに音声は流せません．
（3）画面の解像度は，XGA（1024×768）でお願いいたします．
（4）PC受付の液晶モニターに接続し，映像の出力チェックを行って下さい．

※PCの機種やOSによって，出力設定方法が異なります．
（5）プロジェクターとの接続ケーブルは，Dsub�15 ピンです．

PCによっては専用のコネクタが必要になりますので，必ずお持ち下さい．
※特にVAIO，iBook 等小型 PCは，別途付属コネクタが必要な場合がありますので，くれぐれもご注意下さい．

（6）スクリーンセーバー，省電力設定は事前に解除願います．
（7）コンセント用電源アダプタを必ずご持参下さい．

※内蔵バッテリー駆動ですと，ご発表中に映像が切れる恐れがあります．
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9：00～9：05 開会式

9：05～9：56 分子標的 1

座長 金沢大学 京 哲
分�1 HPV E6 蛋白による IGF�I 受容体発現亢進の分子機序とその意義

岡山大学 本郷淳司
分�2 Sodium Butyrate（HDAC�I）による癌細胞死誘導能と活性酸素種との関連

九州大学 井上貴史
分�3 糖鎖をmimic するペプチドを用い腫瘍血管内皮を標的とする分子標的治療薬

浜松医科大学 杉原一廣

10：00～10：51 分子標的 2

座長 東北大学 永瀬 智
分�4 子宮内膜の発癌における PTEN遺伝子とエストロゲンの関与：子宮内膜癌モデルマウスによる検討

熊本大学 斎藤文誉
分�5 可溶型VEGFレセプター 3による子宮体癌遺伝子治療に関する研究

自治医科大学 高橋佳容子
分�6 M期チェックポイントCHFR遺伝子 siRNAによる子宮癌細胞株の抗癌剤感受性の変化

慶應義塾大学 阪埜浩司

10：55～11：50 特別講演 1

座長 金沢大学 井上正樹
エストロゲン受容体研究のトランスレーショナルリサーチ

東北大学大学院医学系研究科保健学専攻分子機能解析学分野教授 林 慎一
共催：（株）ヤクルト本社

12：00～12：50 ランチョンセミナー 6

座長 東北大学 八重樫伸生
LS6 ヒトパピローマウイルス（HPV）とワクチンによる子宮頸癌発症予防

国立がんセンター研究所ウイルス部 清野 透
共催：グラクソ・スミスクライン（株）
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13：00～13：51 分子標的 3

座長 島根大学 宮崎康二
分�7 卵巣癌における SAGEを用いた新規分子標的の検索―転写制御因子NAC�1 の分子標的としての可能性―

島根大学 中山健太郎
分�8 表層上皮性卵巣癌におけるAnnexinIV の発現解析

横浜市立大学 横田奈朋
分�9 ヒトモノクローナル抗体HMMC�1 認識抗原が卵巣癌細胞の後腹膜リンパ節転移に与える影響

慶應義塾大学 冨永英一郎

13：55～14：46 分子標的 4

座長 佐々木研究所杏雲堂病院 坂本 優
分�10 Mapping 250K Array�GIST解析法を用いた卵巣癌おけるコピー数異常領域の検討

東京慈恵会医科大学 岡本愛光
分�11 卵巣癌の新生血管を標的とし，ケモカイン遺伝子（CCL19）導入の血管内皮前駆細胞を用いた免疫療法

京都大学 濱西潤三
分�12 卵巣がん細胞株 SKOV�3 における幹細胞マーカーCD34 発現について

兵庫県立がんセンター研究部 須藤 保

14：50～15：58 分子標的 5

座長 東京慈恵会医科大学 岡本愛光
分�13 卵巣粘液性腺癌の至適化学療法に関する基礎的検討

鳥取大学 佐藤誠也
分�14 子宮頚癌再発に対しBivacizumab（Avastin）が奏功した一例

湘南鎌倉総合病院 大林美貴
分�15 多剤耐性卵巣がん患者に対する bevacizumab＋パクリタキセル＋カルボプラチン併用療法の有用性

帝京大学 喜多恒和
分�16 In vitro 子宮内膜癌化モデルを用いた新しい癌化経路の同定

金沢大学 水本泰成
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16：05～16：55 特別講演 2

座長 札幌医科大学 斉藤 豪
血管新生制御の分子基盤From Bench to Bedside

東北大学加齢医学研究所・腫瘍循環研究分野教授 佐藤靖史
共催：（株）ヤクルト本社

17：00～19：00
共催イブニング・セミナー
婦人科腫瘍と分子標的薬

座長 大木記念女性のための菊池がんクリニック 菊池義公
分子標的薬を用いた治験の実際―当院における医師主導治験実施体制の整備を中心に―

慶應義塾大学 進 伸幸
再発卵巣癌を対象としたHB�EGF特異的抑制剤BK�UMの第 I相臨床試験

福岡大学 宮本新吾
婦人科がんに対する分子標的治療薬

鳥取大学医学部がんセンター 紀川純三
共催：中外製薬（株）

19：00～19：10 閉会式
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