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日本家族性腫瘍学会 
歴代学術集会会期・会長・開催地一覧

回 会　期 会　長（開催地）

第 1 回 1995年6月9日 野水　整・土屋　敦雄（郡山）

第 2 回 1996年6月1～2日 牛尾　恭輔・横田　淳（東京）

第 3 回 1997年5月13～14日 湯浅　保仁・野口眞三郎（神戸）

第 4 回 1998年6月27～28日 霞　富士雄・樋野　興夫（東京）

第 5 回 1999年6月18～19日 高見　博・三木　義男（東京）

第 6 回 2000年6月16～17日 今井　浩三・平田　公一（札幌）

第 7 回 2001年6月14～15日 小山　靖夫・菅野　康吉（宇都宮）

第 8 回 2002年6月14～15日 今村　正之・藤田　潤（京都）

第 9 回 2003年6月13～14日 恒松由記子・水谷　修紀（東京）

第 10回 2004年6月25～26日 数間　恵子・岩間　毅夫（東京）

第 11回 2005年6月24～25日 竹之下誠一・石岡干加史（福島）

第 12回 2006年6月16～17日 田村　和朗・冨田　尚裕（吹田）

第 13回 2007年6月15～16日 執印　太郎・降幡　睦夫（高知）

第 14回 2008年6月20～21日 森谷　冝皓・吉田　輝彦（東京）

第 15回 2009年6月12～13日 武田　祐子・渡邉　聡明（東京）

第 16回 2010年7月9～10日 田中　憲一・中田　光（新潟）

第 17回 2011年6月17～19日※ 小杉　眞司・戸井　雅和（京都）

第 18回 2012年6月15～16日 山根　哲郎・石川　秀樹（大阪）

第 19回 2013年7月26～27日 内野　眞也・三股　浩光（別府）

第 20回 2014年6月13～14日 鈴木　眞一（福島）

第 21回 2015年6月5～6日※※ 石田　秀行（さいたま）

第 22回 2016年6月3～4日 大住　省三（松山）

第 23回 2017年8月4～5日 櫻井　晃洋（札幌）

第 24回 2018年6月8～9日 松原　長秀・田村智英子（神戸）

※第35回日本遺伝カウンセリング学会学術集会・第18回日本遺伝子診療学会学術集会との合同開催
※※第22回日本がん予防学会・第38回日本がん疫学・分子疫学研究会との同時並列開催 
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会長あいさつ

　第24回日本家族性腫瘍学会学術集会の会長をおおせつかりました尼崎中央病院の松

原長秀です。今回は FMC 東京クリニックの田村智英子先生との2人会長ということで

開催させていただきます。神戸での開催ということでは、第3回大会を1997年に湯浅

保仁先生と野口眞三郎先生が開催されて以来2度目で、21年ぶりということになります。

　学会のテーマについては色々考えましたが、結局単純な所に落ち着き、単語のリン

ケージ Linkage といたしました。

　我々の分野では家系内に集積する遺伝性腫瘍の原因遺伝子の位置を同定するのに

linkage analysis が多用されましたので馴染みのある言葉です。

　社会のなかで人間同士のつながり（linkage）の細小単位が家族であり、時間をまたいで

広げると家系となります。我々の学会では、その家系に集積性に発生するがんを研究対

象としていますが、これまで対象にしてきた集積性の強いがんのみならず、集積性の弱

いものも多く認識されるようになり、散在性のがんとの線引きが曖昧となってきました。

　がん治療薬においては、最近遺伝性乳がん卵巣がん症候群（HBOC）の原因遺伝子に

変異のある腫瘍に特異的に効く薬が開発されました。一方、一般の乳癌にも同様の変異

を有するものがあるので、この薬の治療対象となります。大腸癌では、マイクロサテラ

イト不安定性（MSI）陽性癌に、免疫チェックポイント阻害薬がほぼ特異的に奏功する

ことが分かってきましたが、散在性大腸癌にも MSI 陽性癌があるため、やはりこの薬

の治療対象となります。したがって、これらの薬剤を使って治療するためには、遺伝性

腫瘍の原因遺伝子変異、あるいはそれによってもたらされる DNA の変化（MSI 等）を、

診断されたすべてのがんについて調べざるを得ない状況になりつつあります。

　一方、次世代シーケンスによる解析が安価になりました。その結果、一般の癌を対象

にクリニカルシーケンスによって得られた遺伝子変異に基づいて、個々のがんに有効な

治療薬の選択がなされるようになってきました。この検査からも、遺伝性腫瘍が（意図

せず？）次々と診断される時代となっています。このように、がんの診断治療において、

遺伝性がんと一般のがんの境界が曖昧になりつつある時代において、我々の学会の守備

範囲も広くなり、果たすべき役割もますます重要になってきています。

　今回は、この新しい時代を踏まえて、様々の専門分野の先生方に、最新情報の

lecture をしていただけるように企画いたしました。できるだけ多くの話をしていただ

きたいため、それぞれの lecture の時間はやや短めとなっています。

第24回日本家族性腫瘍学会学術集会

会　長　 松原 長秀（尼崎中央病院）
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　このたび、松原長秀先生を補佐させていただく形で会長を仰せつかりました。私自身

は、家族性腫瘍診療について多々熱い思いはあるものの、学術集会運営開催となると役

に立たないことばかりでしたが、参加される先生方に少しでも充実した時間をお過ごし

いただければと切に願っております。

　最初の全体の挨拶文は松原先生にお書きいただきましたが、私のこの文章はプログラ

ムが固まってきた後で書いたものですので、そうした過程で松原先生と私が目指そうと

思いましたことについて、少し書かせていただきます。

海外からの演者の先生方について

　今回は、3人の演者の先生を海外からお招きしました。InSiGHT において国際共同研

究の中心的役割を担ってこられた Gabriela Moeslein 先生は、若い頃、宇都宮譲二先生

の元に留学されていたご縁がありますが、今回は J- パウチの歴史をお話しいただく予

定です。Suet Yi Leung 先生は、リンチ症候群の原因が epigenetic の異常でも起こりう

ることを発見したり、BRAF 等の研究でも有名ですが、今回は大腸がんやポリポーシス

の分子遺伝学についてご講演いただきます。そして、私の恩師の Robert Nussbaum 先

生には、遺伝学的検査などの様々な臨床遺伝学的知見をいかにがんの標準診療に組み込

んでいくかについて語っていただくことにいたしました。臨床遺伝専門医の先生方なら

必ずご存じの教科書『トンプソン＆トンプソン遺伝医学』の筆頭著者である Nussbaum

　また、当学会では近年会員増がつづいていますが、学術集会に参加される新旧の会員

同士がしっかり交流をして、多くのつながり（linkage）を作っていただきたいと考えて、

あえて、午前と午後に30分ずつのコーヒーブレイクを入れました。この交流を通じて、

多くの linkage が生まれ、新たな共同研究等が誕生することを期待しています。懇親会

にも是非ご参加ください。

　2017年は神戸開港150年目にあたり、さまざまの記念行事が行われました。神戸は

震災を乗り越え、更に魅力的な街に生まれ変わっています。学術集会会場は神戸の人工

島のひとつにあり、国際色豊かな場所ですので、ぜひ学会の外でも、神戸の町を楽しん

でいただけたらと思っています。

第24回日本家族性腫瘍学会学術集会

会　長　 田村 智英子�
（  FMC東京クリニック 医療情報・遺伝カウンセリング部／
順天堂大学医学部附属順天堂医院 遺伝相談外来／ 
国立病院機構岩国医療センター 家族性腫瘍外来）
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先生には、がんゲノム医療推進の中で今後混乱を呼びそうな遺伝性腫瘍関連遺伝子のバ

リアントの病的意義の解釈の問題についてもご教授いただきたいと思っています。

学会外の演者の先生方について

　学会員の先生方のみならず、非会員の先生方にも教育講演をお願いしました。今年初

めて本邦で認可になった PARP 阻害剤の臨床評価の第一人者である関根正幸先生のお

話は、非常にホットな話題と思います。また、疾患の遺伝子解析を幅広く手がけてい

らっしゃる松本直通先生に次世代シーケンサーによる遺伝性疾患解析の現状と課題につ

いてお話しいただくほか、新しい原因遺伝子の探索を含め遺伝性大腸がんの様々な遺伝

学的解析のご経験を岡﨑康司先生にご紹介いただきます。

　さらには、臨床心理の立場から遺伝性腫瘍診療にかかわってくださっている井上実穂

先生にも、初めてご登壇いただきます。遺伝性腫瘍領域の臨床心理の専門家の草分けで

ある Dana-Farber Cancer Institute の Andrea Patenaude 先生が本年1月に他界され

たことは本当に残念ですが、井上先生は日本における Patenaude 先生のようなお立場

の方で、今後、遺伝性腫瘍と臨床心理の両領域を橋渡ししながら活躍してくださること

を心から期待しています。

リンケージをテーマとした企画セッションについて

　今回、いろいろなつながりを盛り上げたいと考え、リンケージをテーマとした3つの

セッションをもうけました。研究グループ連携セッションでは、研究者間、研究者と臨

床家の間の有機的なつながりを模索してみたいと思います。また、患者さんやご家族な

どの当事者と、医療者や研究者がどのようにリンクするかを考えるセッションも設けま

した。当事者の皆様には、患者家族会のブース展示をお願いしただけでなく、学術集会

に自由に参加していただいて、医療者、研究者との接点をより増やしていきたいと考え

ております。最後に、国際連携セッションでは、海外演者の先生や本学会トラベルグラ

ント受賞者の方々に参加していただいて、臨床や研究における国内外のシームレスな連

携を目指すために何ができるか討論してみようと思っています。いずれも最終結論には

至らず今後に課題持ち越しとなる可能性も多々ありますが、将来に向けて何を考えれば

よいかが見えてくるだけでも大事な一歩と考えておりますので、皆様、積極的に議論に

加わっていただければと存じます。

　先日、他の先生と一緒に Li-Fraumeni 症候群患者家族会主催の国際会議に初めて参

加してきましたが、患者さん、ご家族、第一線の臨床家、研究者、遺伝カウンセラーな

どが議論をしたりハグしたりして盛り上がり、立場を超えて話し合い刺激し合うことの

意義を痛感しました。まさに、リンケージです。こうした場を日本でも増やしていくこ

とができればと思っております。
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変革の時代に、ビジョンをもって遺伝性腫瘍診療のあり方を考えていくことが重要

　私が米国に留学した2000年頃、米国では既に遺伝性腫瘍診療は一般的な標準診療と認

識されており、BRCA1/2遺伝子の検査なども健康保険適応で、遺伝カウンセラーのイ

ンターンとして修業する際にもがん領域での経験が必修でした。しかしそれから20年近

く経過した現在でも、日本では、欧米では標準的に行われている遺伝性腫瘍の遺伝子解

析や、遺伝カウンセリング、遺伝学的リスクに基づくサーベイランス、予防的手術など

の要素がほとんど健康保険適応になっておらず、がんの遺伝性を考慮することが標準診

療の中に十分に組み込まれていません。

　欧米の遺伝性腫瘍診療はここ数年劇的に変化しており、リンチ症候群のスクリーニング

によるがんの罹患率、死亡率減少のエビデンスは十分であることから、全大腸がん患者を

対象としたリンチ症候群のスクリーニングは欧米では診療指針に記載された標準診療と

なっていますし、次世代シーケンサーによる遺伝学的検査の普及にともない、生殖細胞系

列の遺伝性腫瘍関連の複数遺伝子を同時に解析する多遺伝子パネル検査や、がん治療方

針選択のための体細胞遺伝子解析に並行して生殖細胞系列の多数の遺伝子を解析するこ

とも一般的になってきました。他疾患の診断で網羅的遺伝子解析を実施した際に遺伝性腫

瘍の遺伝子の病的バリアントが見つかったら、積極的に知らせて健康管理につなげるべき

とする米国の臨床遺伝専門医会（ACMG）の指針も提示されていますし、遺伝性腫瘍によ

く効く免疫チェックポイント阻害剤や PARP 阻害剤などの開発も進みつつあります。

　こうした変化の背景には、「個人や家族の遺伝学的情報を活かして、より適切ながん

予防、がん治療を推進していこう」という大きなビジョンがあります。欧米に比べて

20年以上立ち遅れている日本では往々にして、「遺伝カウンセリングが大事」「遺伝学

的検査の説明は丁寧に、血縁者にも配慮して」などと目の前のことに追われがちですが、

欧米の急速な変化を見ていると、私たちは10年先、20年先をにらんで、将来はひとり

ひとりに遺伝カウンセリングを行っている時代ではなくなるかもしれない、がんの遺伝

性を調べる検査はコレステロールを測るのと同じくらい普通のことになるかもしれない、

誰もが病気になる前に遺伝子を調べておく時代になるかもしれないといったことも想像

しながら、がんの専門家や遺伝の専門家の役割分担が今とは違った形になることも視野

に入れて、柔軟に診療のあり方を考えていくことが必要です。そしてその際には、誰が

いつ何をどのように行うとしても、その大前提となる大きなビジョンをしっかり意識し

ておくことが肝要だと常々感じています。

　遺伝性腫瘍には稀少なものから頻度の高いものまであり、がん種も様々ですし、発症

時期も小児から高齢者に及びます。遺伝性腫瘍診療や研究の充実を目指すには、医科学

のみならず、心理や法律、行政、倫理、経済などの面からの視点も必要です。それぞれ

の臨床家や研究者が担う専門領域は小さくても、皆が常に大きな視野で big picture を

とらえる努力をしていくことで、なんらかの形で広がりが見えてくるのではと思います。
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おわりに-本学会に育てていただいた立場から

　私は、製薬会社にて基礎研究や臨床開発、学術の仕事を長く勤めた後、フルブライト

奨学金を得て、NIH 内にある米国国立ヒトゲノム研究所とジョンズ・ホプキンス大学

公衆衛生大学院のジョイント課程で遺伝カウンセリングを学び、米国の遺伝カウンセ

ラーの認定資格を取得いたしましたが、実はこうした現在の私の仕事の発端は、本学会

から始まっています。それもまだ「家族性腫瘍研究会」の頃のことでしたが、薬学部

の卒業研究で国立小児病院小児医療研究センターの水谷修紀先生にご指導いただいたご

縁から、恒松由記子先生にも顔を覚えていただき、国立小児病院の患者さんやご家族の

会のお手伝いなどさせていただく中で Li-Fraumeni 症候群家系の方々にお目にかかり、

さらには、恒松先生率いる家族性腫瘍研究会の倫理委員会ガイドライン作成ワーキング

グループに入れていただくに至りました。また、1998年、宇都宮譲二先生のご尽力に

より淡路島で開かれた第1回の家族性腫瘍カウンセラー養成セミナー（現在の家族性腫

瘍セミナー）のお手伝いをさせていただく中で故・武部啓先生にも多々ご指導いただき、

2000年、武部先生、恒松先生の推薦状をいただいて何とか米国の大学院の入学試験に

合格、私の留学が実現いたしました。留学に際しては、故・馬場正三先生にも、医学英

語をしっかり勉強するように何度も励ましていただいたことが思い出されます。帰国後

は、恒松先生がいらっしゃった国立成育医療センターの遺伝カウンセラーのポストを得

ることができ、また、留学前から何度もお声がけいただいていた前理事長の樋野興夫先

生のサポートのもと、恒松先生とともに順天堂大学の遺伝相談外来もスタートすること

ができました。このように、日本家族性腫瘍学会の先生方のご支援があって、今の私が

おります。まだまだ学会に恩返しするには実力が足りませんが、本学会の先生方には本

当に感謝しております。今回の大会を通じて、私が本学会からいただいた沢山の知恵と

エネルギーを、先生方と共有させていただければと存じます。

追伸 -神戸は食べ物が美味しいです

　今回の学術集会は、松原先生のいらっしゃる神戸で開催いたしますが、神戸で何より

も楽しみなのが、パンやスイーツなどの美味しいものの数々です。この件にかけては、

兵庫医科大学下部消化管外科教授秘書の吉川さんや事務局トータルマップの飛松さんが、

地元グルメ魂を発揮して、美味しいものを沢山集めてきてくださいました。モーニング

セミナーでも美味しいパンの朝食をお出しする予定ですので、早朝ですがどうぞふるっ

てご参加ください。その他、いろいろと名物スイーツや美味しいコーヒーも出ますので、

皆様どうぞ楽しんでいただければと思います。



6 第24回家族性腫瘍学会（2018年6月8～9日／兵庫）

開 催 概 要

会　　　期：	2018年6月8日（金）～9日（土）

会　　　場：	神戸ファッションマート 9階

会　　　長：		松原 長秀（尼崎中央病院） 
田村 智英子（FMC東京クリニック）

テ　ー　マ：	Linkages

事 務 局 長：	山野 智基（兵庫医科大学 下部消化管外科 准教授）

プログラム委員会：

	 松原 長秀（尼崎中央病院）
	 田村 智英子（FMC東京クリニック）

	 青木 大輔（慶應義塾大学）
	 三木 義男（東京医科歯科大学）
	 冨田 尚裕（兵庫医科大学）
	 田村 和朗（近畿大学）
	 山野 智基（兵庫医科大学）
	 別府 直仁（尼崎中央病院）

大会事務局：	尼崎中央病院	
〒661‒0976　兵庫県尼崎市潮江1‒12‒1
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ご参加の皆さまへ

1.	 受付（学会参加）（神戸ファッションマート9階 メインロビー）
6月8日（金）　7：20～  
6月9日（土）　7：10～
▪	受付方法	 	

受付に着きましたら、参加費をお支払いいただき、ネームカードをお受け取りくださ
い。ネームカードは、ご所属およびお名前をご記入の上、会場内では常時着用してく
ださい。

▪ 発表者は本学会の会員に限りませんが、ご入会をお勧めしております。  
一般社団法人日本家族性腫瘍学会に入会をご希望の方は、学術集会受付デスクにて受
付いたします。

2.	 参 加 費
会　　　　費：10,000円
大 学 院 生： 5,000円
学生（学部生）： 無　 料
懇親会参加費： 3,000円
▪学生は、学生証の提示が必要です。参加受付でお申し出ください。

3.	 クローク（神戸ファッションマート9階 メインロビー）
設置時間：6月8日（金）　 7：20～19：00  

※懇親会へご参加の前にお引き取りをお願いいたします。

　　　　　6月9日（土）　7：10～16：00
▪	貴重品はお預かりできませんので、予めご了承ください。

4.	 プログラム・抄録集
▪抄録集は1部2,000円（税込）にて販売しております。
▪	一般社団法人日本家族性腫瘍学会会員の方は、事前にお送りした本誌をご持参ください。
▪	当日に入会申込される方は、学会デスクでお渡しいたします。

5.	 共催セミナー
チケット配布はございません。ランチョンセミナーのご参加はすべて先着順となります。
数に限りがございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

6.	 懇 親 会
6月8日（金）　19：20～
参加費：3,000円（参加受付時にお申込みください）
神戸ファッションマート9階 カフェテリア
神戸コーナーを設け、神戸牛を始め、ワイン、チーズ、パン、灘の日本酒、また神戸ス
イーツもご用意しておりますので、是非ご参加ください。
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7.	 最優秀演題賞
一般社団法人日本家族性腫瘍学会では、発表演題を対象として最優秀演題賞を授与いた
します。  
本年度は登録された演題の中から選考委員が優秀な演題を選び、6月8日（金）の総会に
て表彰いたします。

8.	 お 願 い
▪	会場内での携帯電話の通話はご遠慮ください。ご入場の際は、マナーモードに切り替

えていただき、通話は会場外にてお願いいたします。
▪	会場内での撮影・録画・録音は、個々の演者が明示的に承諾を表明している場合を除

き、禁止させていただきます。  
なお、学会の記録のため、主催者側にて講演風景等を撮影させていただく場合がござ
いますが、あらかじめご了承ください。

【座長の皆さまへ】
1.		担当セッション開始10分前までに、会場前方にてお待ちください。
2.		教育講演・企画セッションの時間については、座長の先生との間でご確認をお願いい

たします。また、一般演題は、1題7分（発表5分 / 質疑2分）です。時間厳守にご協
力願います。

3.		会場には計時・進行スタッフが入ります。開始アナウンスをさせていただきますので、
アナウンス後、セッションを開始してください。

【演者の皆さまへ】

1.	 発表時間
一般演題は、1題7分（発表5分 / 質疑2分）です。

2.	 教育講演・企画セッション演者の皆様
来場されましたら、神戸ファッションマート9階 総合受付内の「座長・特別講演演者参
加受付」にて参加登録・来場チェックをお済ませください。

座長・演者へのご案内
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3.	 発表データ受付
セッション開始の30分前までに受付を済ませてください。
受付時間： 6月8日（金）　7：20～17：30  

6月9日（土）　7：20～14：30　※8日に9日の受付も可能です。

1）	データ持ち込みの場合
  受付されたデータは事務局で用意した PC にデータをコピー致します。メディアはそ

の場で返却致します。なお、発表終了後は事務局で責任を持って、データを消去致し
ます。

2）PC本体持ち込みの場合
  お持ちいただく PC の種類、OS 及びアプリケーションソフトは問いません。
  会場プロジェクターへは、一般的な外部出力端子（D-Sub15pin）での接続となります

（下図参照）。Macintosh や一部の Windows は変換コネクタが必要となりますので、
必ずご持参ください。

パソコン側（メス）
　　は凹型の部分です

パソコン側ケーブル側

HD（3WAY）15pinメスHD（3WAY）15pinオス

 AC アダプターは必ずご持参ください。
  スクリーンセーバー、パスワードロック、省電力設定はあらかじめ解除してください。

試写の際、解除させていただくことがございます。
 発表終了後、オペレーター卓で PC を返却いたしますので、必ずお立ち寄りください。
  PC のトラブルによる映像の投影が不可能となっても、事務局では責任を負いかねま

す。バックアップデータを持参されることをお勧め致します。

4.	 発表形式
発表時間：	発表5分、質疑応答2分です。終了時間1分前と終了時間に演台上の警告ラン

プが点灯いたします。各自が時間を厳守してください。
発表者は、当該セッションの次演者席にて待機してください。
発表データの画面送りは、発表者に行っていただきます。演台上にモニター、キーボー
ド、マウスを準備しております。発表者は演台上のモニターを確認しながら、キーボー
ドまたはマウスを使って画面送りの操作を行ってください。
持ち込み PC の場合、PC 本体は演台上に上げず、オペレーター席で PC 本体をお預かり
し、操作は同様に演台上のキーボードまたはマウス操作でお願いいたします。
レーザーポインターは演台上に用意いたしますのでご利用ください。

5.	 データ作成要項
当日発表用データは PC の持参、または USB メモリーでの持ち込みとなります。
MO、CD-R、CD-RW、その他のメデイアは対応いたしません。
学会で準備するパソコンは OS Windows7です。Macintosh をご使用の方は必ずパソコン
をご持参ください。



10 第24回家族性腫瘍学会（2018年6月8～9日／兵庫）

学会で準備するパソコンで使用するアプリケーションは、Windows 版 Microsoft 
PowerPoint 2007/2010/2013/2016/2017です。データ持ち込みの方は、必ず上記に該当
するアプリケーションを使用し、スライドを作成してください。
なお、フォントは Windows に標準搭載されている「MS・MSP ゴシック」「MS・MSP
明朝」「Times New Roman」「Arial」をご使用ください。これ以外のフォントを使用し
た場合、文字・段落のずれ・文字化け・表示されない等のトラブルが発生する可能があ
ります。
PC 持参の方のみ、動画・アニメーション・音声再生は可能です。データのみ持ち込み
の方は使用できませんので、ご了承ください。
PowerPoint のファイルには、「演題番号−氏名（フルネーム）」を付けてください。

・ポスター発表について

1.	 発表時間
ポスターセッションは、フリーディスカッションとなります。座長はいません。下記の
ポスター閲覧・討論時間にポスターの前へとお立ちください。
［ポスター閲覧・討論時間］
　6月8日（金）　10：00～10：30、16：00～16：30の2回
　6月9日（土）　10：30～11：00の1回

2.	 ポスター提示・撤去時間
6月8日（金）8：00以降、10：00までの間に、
指定の場所に貼り付けてください。
ポスター掲示は、6月9日（土）15：30まで
です。6月9日（土）15：30以降、17：00まで
に撤去してください。
指定の撤去時間に撤去されないポスターは、
事務局で処分させて頂きます。
会　場：	神戸ファッションマート 9階　  

エキジビションスペース2

3.	 展示パネルの大きさ
展示パネルの大きさは、1題あたり横90 ㎝
×縦190 ㎝（貼付有効面積）となります。
演題番号は事務局にて用意いたします。
演題名・所属演者名の表示は、横70 ㎝×縦
20 ㎝で各自ご用意ください（右図参照）。
指定の撤去時間に撤去されないポスターは、
事務局で処分させて頂きます。

演題名
演者氏名・所属

演題
番号

事務局にて
ご用意いたします

発表者にて
ご用意ください

190cm

70cm

90cm

20cm

20cm
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◆COI自己申告について
  COI 自己申告の基準に基づき利益相反に関するスライドを口演発表者は発表スライド

の1枚目に、ポスター発表者はポスターの最後に入れてください。

	 （1）学術口演発表時、申告すべきCOIがある場合　　※枠内の字を修正

日本家族性腫瘍学会
COI 開示

筆頭発表名： ＸＸＸ ＸＸＸ

演題発表に関連し、開示すべきCOI関係にある企業として、
①顧問： × × × ×薬品工業 （なしの場合は、「なし」と記載してください。）
②株保有・利益：○ ○○ ○薬品 （なしの場合は、「なし」と記載してください。）
③特許使用料：△ △△ 薬品工業 （なしの場合は、「なし」と記載してください。）
④講演料：☆ ☆ ☆☆製薬 （なしの場合は、「なし」と記載してください。）
⑤原稿料：○ ○ ○○薬品工業 （なしの場合は、「なし」と記載してください。）
⑥受託研究・共同研究費： ◎薬品 （なしの場合は、「なし」と記載してください。）
⑦奨学寄付金：□ □□ 製薬工業 （なしの場合は、「なし」と記載してください。）
⑧寄附講座所属： × × × ×薬品 （なしの場合は、「なし」と記載してください。）
⑨贈答品などの報酬： △ △薬品 （なしの場合は、「なし」と記載してください。）

	 （2）学術口演発表時、申告すべきCOIがない場合　　※枠内の字を修正

日本家族性腫瘍学会
COI 開示

筆頭発表名： ＸＸＸ ＸＸＸ

演題発表に関連し、開示すべきCOI関係に
ある企業等はありません。
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7：50

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

2018年6月8日金1日目
ポスター・展示会場
エキシビションスペース2

第 2 会 場
エキシビションスペース4

第 1 会 場
イオホール

7：50～8：00 開会挨拶
8：00～8：30 教育講演1
消化管家族性腫瘍の病理診断と分子異常 8：00 

〜 

10：00
　
ポ
ス
タ
ー
貼
付

8：30～9：30
一般演題1

FAP、ポリポーシス
座長：石田	秀行、小泉	浩一

8：30～9：30
一般演題3

MEN、VHL、その他
座長：櫻井	晃洋、宇留野	隆

9：30～10：00 教育講演2
がん全ゲノムシークエンス解析の現状と将来

10：00～10：30
ポスター閲覧・討論

10：30～11：00 教育講演3
PARP阻害薬とBRCA遺伝子検査の方向性

10：30 

〜 

16：00
　
　
ポ
　
ス
　
タ
　
ー
　
展
　
示

11：00～12：30

一般演題2

HBOC・乳腺・婦人科・LFS

座長：吉田	玲子、山内	英子

11：00～12：30

一般演題4

リンチ症候群

座長：田中屋	宏爾、檜井	孝夫

12：40～13：25　ランチョンセミナー1
FAPに対する大腸全摘術の日本の現状
共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

12：40～13：25　ランチョンセミナー2
診療科主治医が遺伝学的検査を行うためのTIPS

共催：アストラゼネカ株式会社

13：30～14：10
会員報告会・優秀演題表彰式・
トラベルグラント表彰式

14：10～14：30 理事長講演
14：30～15：15 特別講演1
History,	evolution	and	personal	
experience:	The	ileoanal	J-Pouch

15：15～16：00 会長講演
私と遺伝性大腸癌とのリンケージ
―偉大な諸先輩に導かれて―

16：00～16：30
ポスター閲覧・討論

16：30～17：15 特別講演2
Exome	sequencing	and	integrative	genomic	analysis	
identifi	ed	the	important	role	of	germline	and	somatic	
RNF43	mutation	in	the	serrated	neoplasia	pathway 17：00～18：00

一般演題5
HBOC2、その他

座長：大住	省三、矢形	寛

17：15～18：00 教育講演4
次世代シーケンサーによる遺伝性疾患解析の現状と課題
座長：石田	秀行　演者：松本	直通

18：00～19：00　 スポンサード会長講演
（イブニングセミナー）

ゲノム時代の遺伝性腫瘍診療のあり方を考える
座長：古川	洋一　演者：田村	智英子

共催：コニカミノルタ株式会社

19：20～　　懇　親　会　　会場：神戸ファッションマート9階 カフェテリア

座長：田中屋	宏爾　演者：菅井	有

座長：菅野	康吉　演者：中川	英刀

座長：三木	義男　演者：関根	正幸

座長：宇都宮	譲二
演者：Gabriela	Moeslein

座長：冨田	尚裕　演者：松原	長秀

座長：赤木	究　演者：Suet	Yi	Leung	

座長：松原	長秀　演者：小西	毅

学会の現状と将来展望
座長：樋野	興夫　演者：冨田	尚裕

座長：櫻井	晃洋　演者：新井	正美

Coff	ee	Break

Coff	ee	Break

Coff	ee	Break

Coff	ee	Break

懇親会開催前のお時間にウェルカムドリンクを
ご用意しております。
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7：30

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

2018年6月9日土2日目
ポスター・展示会場
エキシビションスペース2

第 2 会 場
エキシビションスペース4

第 1 会 場
イオホール

7：30～8：30　モーニングセミナー
遺伝性大腸癌・リンチ症候群の

診療のポイント
座長：石川	秀樹　演者：中島	健

共催：	ミヤリサン製薬株式会社／
株式会社ファルコバイオシステムズ

7：30 

〜 

10：30
　
　
ポ
　
ス
　
タ
　
ー
　
展
　
示

8：30～9：00 教育講演5
次世代シークエンサー解析による
遺伝性大腸癌の原因遺伝子探索

9：00～10：30

企画セッション1

研究者間、
研究者－医療者間の

リンケージ

座長：岡﨑	康司、松原	長秀

9：00～10：30

一般演題6

遺伝医療、データベース、
その他の家族性腫瘍

座長：古川洋一、中島	健

10：30～11：00
ポスター
閲覧・討論

11：00～11：30 教育講演6
遺伝という物語	～Narrative の視点から
家族性腫瘍の患者家族を理解する～ 11：00 

〜 

15：30
　
　
ポ
　
ス
　
タ
　
ー
　
展
　
示

11：30～12：30 特別講演3
Integrating	Genetics	into	

Mainstream	Medical	Practice
座長：中川	英刀、田村	智英子
演者：Robert	L.	Nussbaum

12：40～13：25　ランチョンセミナー3
遺伝性腫瘍の多遺伝子パネル検査

座長：岡嶋	正治　演者：高谷	明秀、菅野	康吉
共催：ラボコープ・ジャパン合同会社

12：40～13：25　ランチョンセミナー4
切除不能大腸癌に対する化学療法～最近の話題～
座長：冨田	尚裕　演者：山﨑	健太郎

共催：中外製薬株式会社

13：30～14：30

企画セッション2

当事者と医療者、研究者のリンケージ
座長：桜井	なおみ、古屋	充子

14：30～15：30

企画セッション3

海外とのリンケージ
座長：松原	長秀、田村	智英子

14：30～15：30

一般演題7

リンチ症候群2・患者支援
座長：山口	達郎、田村	和朗

15：30～ 閉会挨拶 15：30～17：00

ポスター撤去

座長：金子	景香　演者：井上	実穂

座長：田村	智英子　演者：岡﨑	康司

Coff	ee	Break Coff	ee	Break
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プログラム
第1日目　6月8日金

第1会場（イオホール）

7：50～8：00 開会挨拶　　会長　�松原 長秀（尼崎中央病院）�
田村 智英子（FMC東京クリニック）

8：00～8：30 教育講演1
座長：田中屋 宏爾（国立病院機構岩国医療センター）

EL-1	 消化管家族性腫瘍の病理診断と分子異常

菅井 有� 岩手医科大学医学部 病理診断学講座

8：30～9：30 一般演題1
［	FAP、ポリポーシス	］� 座長：石田 秀行（埼玉医科大学総合医療センター）�

小泉 浩一（東京都立駒込病院）　　　　　　

O1-1 多数の大腸腺腫を併発した日本人若年発症直腸癌患者における 
MBD4遺伝子生殖細胞系列病的変異の同定と直腸癌組織における 
体細胞変異プロファイルの解析
江口 英孝� 順天堂大学大学院医学研究科 難治性疾患診断・治療学

O1-2 家族性大腸腺腫症に合併した胃癌における臨床病理学的特徴
中野 薫� がん研究会有明病院 消化器内科

O1-3 本邦の家族性大腸腺腫症患者における甲状腺癌の有病率とリスク因子 
（多施設共同研究）

佐田 春樹� 広島大学 消化器・移植外科

O1-4 SMAD4遺伝子に病的バリアントを同定した 
若年性ポリポーシス /遺伝性出血性末梢血管拡張症症候群家系
山澤 一樹� 国立病院機構 東京医療センター 臨床遺伝センター

O1-5 表在性非乳頭部十二指腸上皮性腫瘍に対する Cold Snare Polypectomyの安全性
中平 博子� 大阪国際がんセンター

O1-6 5番長腕の染色体中間部欠失（5q14-q22）を認めた精神発達遅滞を伴う 
家族性大腸腺腫症の1例

門馬 智之� 福島県立医科大学 消化管外科

O1-7 小腸癌を合併した家族性大腸腺腫症の1切除例
富永 哲郎� がん研究会 有明病院
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O1-8 当院で経験した若年性ポリポーシス（ juvenile polyposis syndrome：JPS）の4例
高雄 暁成� がん・感染症センター 都立駒込病院 消化器内科

9：30～10：00 教育講演2
座長：菅野 康吉（栃木県立がんセンター研究所）

EL-2	 がん全ゲノムシークエンス解析の現状と将来

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

10：00～10：30 Coffee Break／ポスタービューイング

10：30～11：00 教育講演3
座長：三木 義男（東京医科歯科大学）

EL-3	 PARP阻害薬とBRCA遺伝子検査の方向性

関根 正幸� 新潟大学大学院医歯学総合研究科 産婦人科

11：00～12：30 一般演題2
［	HBOC・乳腺・婦人科・LFS	］� 座長：吉田 玲子（がん研有明病院）�

山内 英子（聖路加国際病院）

O2-1 エクソーム解析の二次的所見結果開示が血縁者の乳癌早期発見に有効だった1症例
堀内 泰江� 静岡県立静岡がんセンター

O2-2 遺伝性乳癌卵巣癌症候群および卵巣癌ハイリスク患者に対する 
卵巣癌サーベイランスの取り組み
松浦 拓人� 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 産婦人科

O2-3 両側乳癌における遺伝的背景の検討
大田 浩司� 福井県立病院 外科

O2-4 リスク低減卵巣卵管摘出術（RRSO）後の摘出検体のMalignant Potentialの 
判定に対する考察
飯塚 千祥� 昭和大学 産婦人科学講座

O2-5 遺伝性乳癌卵巣癌症候群の診療とその問題点
吉本 有希子� 公益財団法人 田附興風会 医学研究所 北野病院
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O2-6 当院でリスク低減卵管卵巣摘出術を施行し、オカルト癌を認めた2例の検討
野村 秀高� 公益財団法人 がん研究会有明病院

O2-7 四国がんセンターにおける、遺伝性乳がん卵巣がん（HBOC）の臨床像と 
遺伝学的検査の実施状況
松山 裕美� 独立行政法人国立病院機構 四国がんセンター 家族性腫瘍相談室

O2-8 当院における BRCA変異保因者の予防的付属器切除術検体の 
病理組織の検討および術後治療
塩田 恭子� 聖路加国際病院

O2-9 遺伝外来開設からがんゲノム医療連携病院取得に向けて当院の方向性
寺岡 晃� 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 乳腺科

O2-10 CDH1遺伝子に生殖細胞系列変異を有する乳癌の1例
西村 誠一郎� 静岡県立静岡がんセンター

O2-11 BRCA1/2遺伝子変異リスクが高く、遺伝学的検査陰性であった症例の検討
大西 舞� がん・感染症センター 都立駒込病院 外科

O2-12 卵巣悪性腫瘍のクリニカルシークエンス（Todai Onco Panel）で遭遇する 
生殖細胞系列変異への対応
谷川 道洋� 東京大学医学部附属病院 女性診療科・産科 /女性外科

12：40～13：25 ランチョンセミナー1 共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

座長：松原 長秀（尼崎中央病院 副院長）

FAPに対する大腸全摘術の日本の現状

小西 毅 がん研有明病院 大腸外科 医長

13：30～14：10 会員報告会・優秀演題表彰式・トラベルグラント表彰式

14：10～14：30 理事長講演

座長：樋野　興夫（順天堂大学）

学会の現状と将来展望

冨田 尚裕� �一般社団法人日本家族性腫瘍学会 理事長 
兵庫医科大学
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14：30～15：15 特別講演1
座長：宇都宮 譲二（一般社団法人日本家族性腫瘍学会 名誉理事長）

SL-1	 History,	evolution	and	personal	experience:	The	ileoanal	J-Pouch

Gabriela�Moeslein   �Center for Hereditary Tumors, Helios University Hospital Wuppertal, 
University of Witten-Herdecke

15：15～16：00 会長講演

座長：冨田 尚裕（兵庫医科大学）

私と遺伝性大腸癌とのリンケージ　―偉大な諸先輩に導かれて―

松原 長秀� 尼崎中央病院

16：00～16：30 Coffee Break／ポスタービューイング

16：30～17：15 特別講演2
座長：赤木 究（埼玉県立がんセンター）

SL-2	 	Exome	sequencing	and	integrative	genomic	analysis	identified	the	
important	role	of	germline	and	somatic	RNF43	mutation	in	the	
serrated	neoplasia	pathway

Suet�Yi�Leung�   �Hereditary Gastrointestinal Cancer Genetic Diagnosis Laboratory,  
Department of Pathology, The University of Hong Kong, Queen Mary 
Hospital, Pokfulam, Hong Kong

17：15～18：00 教育講演4
座長：石田 秀行（埼玉医科大学総合医療センター）

EL-4	 次世代シーケンサーによる遺伝性疾患解析の現状と課題

松本 直通� 横浜市立大学医学研究科 遺伝学

18：00～19：00 スポンサード会長講演（イブニングセミナー） 共催：コニカミノルタ株式会社

座長：古川 洋一（東京大学医科学研究所 臨床ゲノム腫瘍学分野）

ゲノム時代の遺伝性腫瘍診療のあり方を考える

田村 智英子  FMC東京クリニック 医療情報・遺伝カウンセリング部 部長／ 
順天堂大学医学部附属順天堂医院 遺伝相談外来／ 
独立行政法人国立病院機構 岩国医療センター 家族性腫瘍相談外来
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第2会場（エキシビジョンスペース4）

8：30～9：30 一般演題3
［	MEN、VHL、その他	］� 座長：櫻井 晃洋（札幌医科大学医学部）�

宇留野 隆（伊藤病院）　　　　　 

O3-1 カルシトニン（ECLIA）を発症評価に用いた甲状腺極早期摘出による 
小児多発性内分泌腫瘍症2型患者の手術合併症と予後の検討： 
日本小児内分泌学会甲状腺委員会診療実態調査
松下 理恵� 菊川市立総合病院 小児科

O3-2 遺伝性乳癌診療における遺伝性乳がん卵巣がん（HBOC）以外の 
遺伝性腫瘍症候群への対応と当院の遺伝性腫瘍診療の課題
杉本 健樹� 高知大学 医学部附属病院 乳腺センター

O3-3 FIHPにおけるGCM2遺伝子変異の検索
伊藤 亜希子� 野口記念会 野口病院 研究検査科

O3-4 MEN2A診療の現状：当科における24例の経験
長岡 竜太� 日本医科大学付属病院 内分泌外科

O3-5 大腸がんにおける Elevated Microsatellite Alterations at Selected Tetranucleotide 
repeats（EMAST）解析

竹下 美保� 近畿大学大学院 総合理工学研究科 理学専攻

O3-6 大腸がんにおけるMUTYH 遺伝子プロモーター領域のメチル化
二川 摩周� 近畿大学大学院 総合理工学研究科 理学専攻

O3-7 小児期発症の遺伝性腫瘍への対応方法
尾崎 依里奈� 愛媛大学医学部附属病院 総合診療サポートセンター

O3-8 The 7th International Symposium on Hereditary Breast and  
Ovarian Cancerの参加報告
金子 景香� 国立病院機構 四国がんセンター

10：00～10：30 Coffee Break／ポスタービューイング
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11：00～12：30 一般演題4
［	リンチ症候群	］� 座長：田中屋 宏爾（国立病院機構岩国医療センター）　�

檜井 孝夫（呉医療センター・中国がんセンター）

O4-1 日本人における大腸癌のMicrosatellite instabilityと 
組織 Fusobacterium nucleatum存在量の関連

奥川 喜永� 三重大学 消化管小児外科学講座

O4-2 Lynch症候群関連初発大腸癌に対する手術術式の検討
長嵜 寿矢� がん研有明病院 消化器外科

O4-3 術中所見により小腸原発の転移性卵巣腫瘍を疑った EPCAM遺伝子欠失による 
Lynch症候群の一例
岩田 成志� 筑波大学 産婦人科

O4-4 ユニバーサルスクリーニングからリンチ症候群と確定した患者の家族歴調査
構 奈央� 埼玉医科大学総合医療センター 消化管・一般外科

O4-5 人間ドック受診者における家族性大腸癌のスクリーニングの試み
山田 敦� 京都大学医学部附属病院 先制医療・生活習慣病研究センター

O4-6 正確なマイクロサテライト不安定性解析に求められる要件
織田 信弥� 国立病院機構九州がんセンター 腫瘍遺伝学研究室

O4-7 演題取り下げ

O4-8 ミスマッチ修復遺伝子にスプライシング異常を起こすバリアントの同定
若月 智和� 埼玉県立がんセンター 腫瘍診断・予防科

O4-9 NGSを用いた CNV検出による Lynch症候群病的バリアントの確定
山本 剛� 埼玉県立がんセンター 腫瘍診断予防科

O4-10 脳神経膠腫の新WHO分類とリンチ症候群
横井 左奈� 千葉県がんセンター 遺伝子診断部

O4-11 MPA療法を施行した若年子宮体癌 /子宮内膜異型増殖症患者の 
腫瘍家族歴と治療予後
平野 卓朗� 慶應義塾大学 産婦人科学教室

O4-12 卵巣癌における家族歴を用いた Lynch症候群の拾い上げおよび臨床病理学的検討
竹田 貴� 慶應義塾大学 医学部 産婦人科学教室
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12：40～13：25 ランチョンセミナー2 共催：アストラゼネカ株式会社

座長：櫻井 晃洋（札幌医科大学医学部 遺伝医学 教授）

診療科主治医が遺伝学的検査を行うためのTIPS

新井�正美 順天堂大学大学院難治性疾患診断・治療学 先任准教授

16：00～16：30 Coffee Break／ポスタービューイング

17：00～18：00 一般演題5
［	HBOC2、その他	］� 座長：大住 省三（独立行政法人 国立病院機構 四国がんセンター）�

矢形 寛（埼玉医科大学 総合医療センター）　　　　　　 　

O5-1 当院における HBOC診療の現状
村上 郁� 順天堂大学 乳腺・内分泌外科

O5-2 乳がんと卵巣・卵管・腹膜がん重複症例の検討
長谷川 美樹� 新潟県立がんセンター新潟病院 乳腺外科

O5-3 当院での RRM、RRSO施行時における院内倫理委員会承認システムの構築 
～ BRCA1/BRCA2委員会設置による承認プロセスの簡略化～

吉田 達也� 神奈川県立がんセンター 遺伝診療科

O5-4 遺伝性乳癌卵巣がん（HBOC）診療における医療機関連携の必要性と 
今後の課題について
本田 弥生� がん・感染症センター都立駒込病院 外科

O5-5 臨床試験への参加を目的として BRCA1/2遺伝学的検査を受けた37症例の分析
松谷 奈央� 国立病院機構九州がんセンター 遺伝相談外来・がん相談支援センター

O5-6 家族歴問診票による遺伝性腫瘍の拾い上げとアセスメントツールの評価
井上 沙聡� 国立病院機構 東京医療センター 臨床遺伝センター

O5-7 HBOCからみた男性乳癌症例の検討
高原 祥子� 公益財団法人 田附興風会 医学研究所北野病院 ブレストセンター 乳腺外科

O5-8 常染色体優性多発性囊胞腎に合併した乳癌の1症例
山田 玲央� 福島県立医科大学
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第2日目　6月9日土

第1会場（イオホール）

7：30～8：30　モーニングセミナー 共催：ミヤリサン製薬株式会社／株式会社ファルコバイオシステムズ

座長：石川 秀樹（京都府立医科大学 分子標的癌予防医学大阪研究室）

遺伝性大腸癌・リンチ症候群の診療のポイント

中島 健 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 産学連携部医療機器研究科

8：30～9：00 教育講演5
座長：田村 智英子（FMC東京クリニック）

EL-5	 	次世代シークエンサー解析による遺伝性大腸癌の原因遺伝子探索

岡﨑 康司� 順天堂大学大学院医学研究科 難病の診断と治療研究センター

9：00～10：30 企画セッション1
［	研究者間、研究者－医療者間のリンケージ	］� 座長：岡﨑 康司（順天堂大学）　�

松原 長秀（尼崎中央病院）

PS-1 家族性大腸腺腫症（FAP）/FAP、Peutz-Jeghers症候群、Cowden症候群、 
若年性ポリポーシス
石川 秀樹� 京都府立医科大学 分子標的癌予防医学

PS-2 Dial Studyグループ：リンチ症候群における 
臨床ゲノム情報統合データベースの構築（AMED事業）
赤木 究� 埼玉県立がんセンター 腫瘍診断・予防科

PS-3 次世代シークエンシング技術を用いた遺伝子解析による 
遺伝性消化管腫瘍症候群の診断法確立に関する研究グループ
江口 英孝� 順天堂大学大学院 医学研究科 難治性疾患診断・治療学

PS-4 大腸癌研究会 家族性大腸癌委員会
田中屋 宏爾� 国立病院機構 岩国医療センター 外科、遺伝診療部

PS-5 小児期に発症する遺伝性腫瘍に対するがんゲノム医療実装のための研究班： 
Pediatric Hereditary Tumor Study Group（PAHTY）／ 
日本家族性腫瘍学会 Li-Fraumeni症候群（LFS）部会

熊本 忠史� 国立がん研究センター 中央病院 小児腫瘍科

PS-6 Birt-Hogg-Dubé症候群情報ネット（BHDネット）
古屋 充子� 横浜市立大学医学部 分子病理
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PS-7 日本小児がん研究グループ（JCCG）／小児血液・がん学会（JSPHO）／ 
がん領域における臨床ゲノム情報データストレージの整備に関する研究（堀部班）
真部 淳� 聖路加国際病院 小児科

PS-8 HBOCコンソーシアム、JOHBOC

新井�正美� 順天堂大学大学院医学研究科 難治性疾患診断・治療学

PS-9 多彩な内分泌異常を生じる遺伝性疾患 
（多発性内分泌腫瘍症およびフォンヒッペル・リンドウ病）の 
実態把握と診療標準化の研究
矢尾 正祐� 横浜市立大学医学部 泌尿器科

PS-10 MENコンソーシアム
内野 眞也� 野口病院

PS-11 遺伝性腫瘍全般
吉田 輝彦� 国立がん研究センター中央病院 遺伝子診療部門

PS-12 NBDCヒトデータベースと日本人ゲノム多様性統合データベース “TogoVar”
箕輪 真理� 科学技術振興機構バイオサイエンスデータベースセンター / 

情報・システム研究機構ライフサイエンス統合データベースセンター

10：30～11：00 Coffee Break／ポスタービューイング

11：00～11：30 教育講演6
座長：金子 景香（国立病院機構四国がんセンター）

EL-6	 	遺伝という物語	
～ Narrative の視点から家族性腫瘍の患者家族を理解する～

井上 実穂� 四国がんセンター 家族性腫瘍相談室

11：30～12：30 特別講演3
座長：中川 英刀（理化学研究所統合生命医科学研究センター） 

田村 智英子（FMC東京クリニック）　　　　　　　 　

SL-3	 	Integrating	Genetics	into	Mainstream	Medical	Practice	

Robert�L.�Nussbaum   �Chief Medical Officer, Invitae Corporation Volunteer Clinical 
Faculty, Department of Medicine, UCSF
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12：40～13：25 ランチョンセミナー3 共催：ラボコープ・ジャパン合同会社

［	遺伝性腫瘍の多遺伝子パネル検査	］� 座長：岡嶋 正治（ラボコープ・ジャパン合同会社）

遺伝カウンセリング　～米国ラボコープ社の例～

高谷 明秀 ラボコープ・ジャパン合同会社

診断と遺伝的リスク評価

菅野 康吉 栃木県立がんセンター病院ゲノムセンター がん予防・遺伝カウンセリング外来

13：30～14：30 企画セッション2
［	当事者と医療者、研究者のリンケージ	］� 座長：桜井 なおみ（キャンサー・ソリューションズ株式会社）�

古屋 充子（横浜市立大学）　　　　　　　　　　　　　

【団体名】	

   �ハーモニー・ライン（家族性大腸ポリポーシス患者と家族の会）�
ハーモニー・ライフ（大腸腺腫症患者および家族、協賛者の会）�
ほっと chain（VHL患者の会）�
むくろじの会（MEN（多発性内分泌腫瘍症）患者と家族の会）�
クラヴィスアルクス（遺伝性乳がん卵巣がん当事者会）�
ひまわりの会（リンチ症候群患者家族会）

14：30～15：30 企画セッション3
［	海外とのリンケージ	］� 座長：松原 長秀（尼崎中央病院）　 　　　�

田村 智英子（FMC東京クリニック）

15：30～ 閉会挨拶　　会長　�松原 長秀（尼崎中央病院）�
田村 智英子（FMC東京クリニック）
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第2会場（エキシビジョンスペース4）

9：00～10：30 一般演題6
［	遺伝医療、データベース、その他の家族性腫瘍	］� �

座長：古川 洋一（東京大学医科学研究所）　　 　　　　 

中島 健（国立研究開発法人日本医療研究開発機構）

O6-1 日本人BRCAvariant（変異）Annotation（解釈）のデータベース間の比較
吉田 玲子� がん研有明病院

O6-2 家族性乳癌とMDSC（myeloid-derived suppressor cells）
権田 憲士� 福島県立医科大学 医学部

O6-3 問診票入力から5世代に対応した家系図を自動作成する家族歴ツールの開発
德富 智明� 岩手医科大学 医学部 臨床遺伝学科

O6-4 副腎褐色細胞腫の網羅的遺伝子発現解析
岩舘 学� 福島県立医科大学 甲状腺内分泌学講座

O6-5 三重大学病院におけるがん遺伝子パネル検査の体制づくりと現状
望木 郁代� 三重大学 医学部 医学・看護学教育センター

O6-6 遺伝学的検査の予防医学への応用： 
日本人間ドック学会での取り組みと遺伝専門学会への要望
田口 淳一� 東京ミッドタウンクリニック

O6-7 BHD関連腎癌の分子背景
蓮見 壽史� 横浜市立大学 泌尿器科学

O6-8 遺伝性平滑筋腫症－腎細胞癌症候群（HLRCC）3家系の病態解析
古屋 充子� 横浜市立大学 医学部 分子病理

O6-9 Gastric adenocarcinoma with proximal polyposis of the stomach（GAPPS）に 
おけるAPC 遺伝子生殖細胞系列変異および臨床病理学的特徴
三井 康裕� 徳島大学大学院 医歯薬学研究部 消化器内科学

O6-10 ゲノム編集を行った母斑基底細胞癌症候群由来 iPS細胞の細胞生物学的特性の解析
宮下 俊之� 北里大学 医学部

O6-11 神経線維腫症2型の遺伝的背景解明に向けた取り組み 
（変異遺伝子解析および臨床関連解析）

寺西 裕� 東京大学医学部附属病院 脳神経外科

O6-12 がんの着床前診断をどう考えるか？　―網膜芽細胞腫の重篤性と患者のQOL―
庵前 美智子� 医療法人三慧会 IVFなんばクリニック
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10：30～11：00 Coffee Break／ポスタービューイング

12：40～13：25　ランチョンセミナー4 共催：中外製薬株式会社

座長：冨田 尚裕（兵庫医科大学  外科学講座  下部消化管外科  主任教授）

切除不能大腸癌に対する化学療法　～最近の話題～

山﨑 健太郎 静岡県立静岡がんセンター 治療管理部長 兼 消化器内科医長

14：30～15：30 一般演題7
［	リンチ症候群2・患者支援	］� 座長：山口 達郎（東京都立駒込病院）�

田村 和朗（近畿大学）　　　　

O7-1 子宮体癌におけるMMR de�ciencyと Lynch症候群関連腫瘍家族歴の相関
原賀 順子� 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 産科・婦人科学

O7-2 Lynch症候群における発症年齢と発症臓器に関する検討
高雄 美里� がん・感染症センター 都立駒込病院 外科

O7-3 リンチ症候群における子宮内膜癌の検討
勝又 なつ実� 国立病院機構岩国医療センター

O7-4 当科における大腸癌患者に対する改訂ベセスダガイドラインを用いた 
リンチ症候群スクリーニングの取り組みと問題点
三口 真司� 広島市立安佐市民病院 外科

O7-5 新規MLH1変異をみとめた Lynch症候群の1例
浄住 佳美� 静岡県立静岡がんセンター がん遺伝外来

O7-6 血縁者診断においてリンチ症候群と診断された5例
石田 啓之� がん・感染症センター都立駒込病院

O7-7 若年者大腸癌の臨床病理学的検討および 
Lynch症候群スクリーニング検査についての検討

須藤 剛� 山形県立中央病院 外科

O7-8 治験参加中に乳がんを早期発見できた HBOC卵巣がん患者の症例 
～遺伝医療に携わる臨床研究コーディネーター（CRC）の役割～
永井 千絵� 独立行政法人国立病院機構 四国がんセンター 臨床試験支援室



28 第24回家族性腫瘍学会（2018年6月8～9日／兵庫）

ポスタープログラム
［ ポスター閲覧・討議時間 ］

6月8日金　10：00～10：30、16：00～16：30の2回 

6月9日土　10：30～11：00の1回

ポスター・展示会場（エキシビションスペース2）

［	HBOC	］�

P-01 遺伝性乳癌　～地方公立病院の遺伝相談外来の役割と課題～
三輪 教子� 市立西脇病院 乳腺外科

P-02 当院における遺伝性乳がん卵巣がん症候群（HBOC）遺伝子変異保因者に対する 
リスク低減卵巣卵管切除術（RRSO）診療体制の構築
柿沼 敏行� 国際医療福祉大学病院 産婦人科

P-03 olaparib時代の HBOC診療のあり方
久保 慎一郎� 福山市民病院 乳腺甲状腺外科

P-04 産婦人科医による遺伝性腫瘍の遺伝カウンセリングの現状
望月 修� 医療法人社団セキール会 セキールレディースクリニック

P-05 当院における若年者乳癌の検討
青柳 智義� 船橋市立医療センター

P-06 県内における遺伝性乳癌卵巣癌症候群（HBOC）診療の連携について
佐道 俊幸� 奈良県立医科大学 産婦人科

P-07 婦人科における家族性腫瘍の一次拾い上げの取り組み
荒川 由貴� 独立行政法人国立病院機構 四国がんセンター 看護部

P-08 当院における HBOC一次拾い上げ基準の検討
國久 智成� 淀川キリスト教病院 乳腺外科

P-09 HBOCが疑われる若年性乳がん患者において妊孕性温存を含めた 
術前治療方針を熟慮した一例
高橋 侑子� 岡山大学医歯薬学総合研究科 呼吸器乳腺内分泌外科学

P-10 遺伝性乳癌卵巣癌症候群（HBOC）遺伝カウンセリングの 
乳癌術式選択への影響について
水本 紗千子� 淀川キリスト教病院
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P-11 乳腺外科外来における遺伝性のがんに関する問診表を用いた 
HBOCリスクスコア化の試み
本吉 愛� 聖マリアンナ医科大学 乳腺内分泌外科

P-12 当院における遺伝性乳がん卵巣がん症候群（HBOC）の診療と今後の課題
速水 亮介� 地方独立行政法人 静岡県立病院機構 静岡県立総合病院

P-13 遺伝性乳癌に対する診療体制構築後の BRCA変異乳癌患者の 
患側健側の術式検討の1例

北條 隆� 国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院

P-14 遺伝情報の特徴の理解に向けた短編映像の制作： 
ドラマ「知ること、知らないこと ―遺伝子を調べることで生じることとは？―」
小林 朋子� 東北大学 東北メディカル・メガバンク機構

P-15 リスク低減卵管卵巣切除を施行した BRCA関連乳癌3症例の一家系
長塚 美樹� 公益財団法人星総合病院 外科

P-16 他院にて遺伝性乳癌卵巣癌症候群（HBOC）の診断が確定している 
患者・家族に対する多職種連携サポート体制と遺伝カウンセラーに期待される役割
平岡 弓枝� 国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院 遺伝子診療部門

P-17 がんゲノム医療時代の遺伝カウンセリングについて 
―臨床試験参加の経験―
松本 恵� 長崎大学病院 遺伝カウンセリング室

P-18 乳癌遺伝プレカウンセリングの重要性
井上 慎吾� 山梨大学 第1外科

P-19 遺伝学的検査を受けたクライエントへの結果開示と看護師の役割
福島 洋子� 医療法人創起会 くまもと森都総合病院

P-20 遺伝性乳癌卵巣癌患者に対するmultiple gene panel検査導入の試み
前田 浩幸� 福井大学 医学部 第1外科

P-21 未発症家系員からの相談を契機に遺伝カウンセリングを行い、 
HBOC家系であることが判明した一例

木村 美葵� 社会福祉法人賛育会 賛育会病院 産婦人科

P-22 当院の乳癌患者に対する遺伝カウンセリングおよび 
遺伝子検査の実施状況の推移と今後の課題
才田 千晶� がん・感染症センター 東京都立駒込病院 外科（乳腺）
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P-23 看護師が行う婦人科癌を対象にした遺伝性腫瘍スクリーニングの現状と課題
園原 一恵� 茨城県立中央病院・地域がんセンター 看護部

P-24 熊本大学病院「家族性腫瘍診療相談チーム」のあゆみ 
～家族性腫瘍診療ネットワークハブ施設を展望して～
指宿 睦子� 熊本大学 生命科学研究部 乳腺・内分泌外科

P-25 遺伝性乳がん卵巣がん症候群に対するリスク低減乳房切除後の心理・QOL調査
高磯 伸枝� 愛知県がんセンター 中央病院 

P-26 腫瘍内科医が行う HBOC外来の現状
古川 孝広� 国立がん研究センター東病院 乳腺腫瘍内科

P-27 当院における HBOC診療及び遺伝カウンセリング体制整備の取り組み報告
松本 仁美� 社会医療法人 製鉄記念広畑病院 看護部

P-28 卵巣癌125例の遺伝学的検査への意識調査と遺伝子変異頻度
阿部 彰子� 徳島大学 産婦人科

P-29 当院における BRCA1/2病的変異陽性患者の検討
中守 咲子� がん・感染症センター都立駒込病院

P-30 HBOC遺伝カウンセリングで経験した1症例 
―遺伝学的検査受検意思決定に際してのクライエントの戸惑いとその理由―
小原 令子� 国保直営総合病院君津中央病院 遺伝カウンセリング室

P-31 遺伝外来開設から現在に至るまでの当院における HBOC診療について
春山 優理恵� 亀田総合病院 乳腺科

P-32 病的意義が不明と判定された BRCA1遺伝子変異の1例
三浦 清徳� 長崎大学 産婦人科

［	MEN	］�

P-33 子どもへの介入に難渋している多発性内分泌腫瘍症2A型（MEN2A）症例の 
多職種メディカルスタッフでの検討
石堂 佳世� JA長野厚生連佐久総合病院 佐久医療センター

P-34 PRL・ACTH同時産生下垂体腺腫を認めたMEN1型の1例
浦木 進丞� 和歌山県立医科大学 内科学第一講座
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P-35 MEN1に褐色細胞腫を合併し切除後対側の巨大副腎皮質癌の発生をみた1例
松本 佳子� 福島県立医科大学 甲状腺内分泌学講座

P-36 稀な経緯でMEN2Aと判明した患者の心情
岡内 可菜恵� 医療法人野口記念会 野口病院

［	Lynchとその類縁疾患	］�

P-37 当院における Lynch症候群のスクリーニングについて
河野 眞吾� 順天堂大学 下部消化管外科

P-38 大腸癌患者の家族歴聴取から見えてきた、患者の認識と今後の課題
加藤 孝子� 東光会 戸田中央総合病院

P-39 大腸癌の発生を契機に遺伝カウンセリングの介入で家族歴が判明した 
若年子宮内膜癌の1例

中野 雄介� 和泉市立病院 腫瘍内科

P-40 リンチ症候群スクリーニングにおける取り組み
下川 亜矢� 独立行政法人国立病院機構 小倉医療センター

P-41 Lynch症候群に発生した異所性胃粘膜由来と考えられる食道腺癌
山下 健太郎� 札幌医科大学 消化器内科

P-42 当院の大腸癌外科診療におけるリンチ症候群スクリーニングの現状
杉下 博基� 愛媛大学医学部附属病院 消化器腫瘍外科

P-43 クリニカルシークエンスの二次的所見により Lynch症候群が疑われた1例
川田 淑子� 東京大学医学部附属病院 女性外科

P-44 Lynch症候群に発生した上行結腸癌に術後補助化学療法を施行した1例
賀川 義規� 関西労災病院 外科

P-45 子宮体癌と大腸癌の同時性重複癌症例に対して遺伝学的検査を行った一例 
～婦人科医からみた Lynch症候群～
河村 京子� 国立病院機構 小倉医療センター 産婦人科

P-46 異時性多発悪性腫瘍に対して複数回の外科手術を行い長期生存を得ている 
Lynch症候群の一例

遠矢 圭介� 関西労災病院
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P-47 Muir-Torre症候群と考えられた Lynch症候群の2症例
伊藤 公美� がん・感染症センター 都立駒込病院 消化器内科

P-48 異時性の多発大腸癌で発見されたリンチ症候群疑いの一例
高柳 大輔� 福島県立医科大学会津医療センター

P-49 子宮体癌のクリニカルシークエンスにより、 
生殖細胞系列のPOLE 遺伝子変異を疑った1家系
寺本 瑞絵� 札幌医科大学 産婦人科学講座

P-50 Muir-Torre症候群の1例
阪田 麻裕� 浜松医科大学 外科学第二講座

P-51 リンチ症候群のスクリーニング目的としてMSI検査を施行した大腸癌症例の検討
太田 裕之� 東近江総合医療センター

P-52 Lynch症候群に発生した上行結腸癌に術後 XELOX補助化学療法を施行した1例
高瀬 洪生� 関西労災病院 外科

［	大腸ポリポーシス	］�

P-53 当科における家族性大腸腺腫症症例の検討
大嶺 開人� 山形県立中央病院

P-54 胃癌・十二指腸癌（3病変）・胆管癌を合併した FAPの1例
近 範泰� 埼玉医科大学総合医療センタ－ 消化管一般外科

［	LFS	］�

P-55 Li-Fraumeni症候群と診断された後、初回サーベイランスにて発見された乳癌の1例
日下部 恵梨菜� 愛媛大学医学部附属病院 乳腺センター

P-56 院内における Li-Fraumeni症候群サーベイランスの実施と今後の課題
鈴木 美慧� 学校法人聖路加国際大学 聖路加国際病院 遺伝診療部

P-57 意義不明変異TP53 c.145G＞ C（p.D49H）を生殖細胞系列でヘテロ接合性に認めた
特徴的な家族歴を有する2家系の報告

山崎 文登� 国立がん研究センター研究所 臨床ゲノム解析部門
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［	その他の家族性腫瘍	］�

P-58 生殖細胞系列 PTEN変異（p. Arg234Gln）を伴った膵癌の1例
松林 宏行� 静岡県立静岡がんセンター がん遺伝外来

P-59 多発小腸GISTを伴う神経線維腫症1型の1手術症例
母里 淑子� 岡山大学病院 消化器外科

P-60 RB1遺伝学的検査による片眼性網膜芽細胞腫のリスク層別化
服部 浩佳� 国立病院機構名古屋医療センター 遺伝診療科

P-61 早期胃癌を合併した胃限局性若年性ポリポーシスの1例
山本 安則� がん研有明病院 消化器内科

P-62 乳腺外科医の立場から Cowden病を考える
森 瞳美� 九州大学大学院 臨床・腫瘍外科

P-63 Precision Medicine時代における結節性硬化症の院内連携診療 
―分子標的薬 Everolimusと手術の使い分け―
高柳 俊作� 東京大学医学部附属病院 脳神経外科

P-64 家族性疾患における診療情報の提供についての検討
首藤 茂� 野口記念会 野口病院 診療記録管理室 

P-65 胸膜肺芽腫の脳転移再発後に寛解となった DICER1生殖細胞系列変異陽性の二例
中野 嘉子� 国立がん研究センター研究所

P-66 乳腺線維腺腫を合併した Beckwith-Wiedemann Syndromeの1例
倉田 加奈子� 九州大学 臨床・腫瘍外科

P-67 DICER1の病的バリアントを認めた乳児仙骨部腫瘍の二例
中野 嘉子� 国立がん研究センター研究所 脳腫瘍連携研究分野

P-68 PALB2遺伝子の constitutional synonymous variantが 
exon skippingを生じた大腸がんの2例
田村 和朗� 近畿大学大学院 総合理工学研究科 理学専攻

P-69 家族性腫瘍としての頭頸部傍神経節腫
志賀 清人� 岩手医科大学医学部

P-70 Germline mutationを伴う多発性消化管間質腫瘍の1例
山村 真弘� 川崎医科大学附属病院 臨床腫瘍科
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［	患者支援	］�

P-71 MEN患者が家族に遺伝性疾患であることを伝えるかどうかの苦悩
安東 夕紀� 医療法人神甲会 隈病院 外来看護科

P-72 乳がん患者の遺伝学的検査に対する意思決定の体験
松本 好美� 群馬県立がんセンター

［	遺伝医療、データベース	］�

P-73 家族性腫瘍診療の現状と課題
豊田 昌徳� 神戸大学医学部附属病院 遺伝子診療部

P-74 Todai OncoPanel（クリニカルシークエンス）を用いた婦人科悪性腫瘍における 
遺伝性腫瘍関連遺伝子変異の検討
織田 克利� 東京大学医学部附属病院 女性外科

P-75 当院における家族性腫瘍相談外来の立ち上げ
林 信孝� 神戸市立医療センター中央市民病院

P-76 Li-Fraumeni症候群のフォローにおける病院間の連携と体制整備
羽田 恵梨� 地方独立行政法人神奈川県立病院機構 神奈川県立がんセンター 遺伝診療科

P-77 当院における家族性腫瘍症例に対する全エキソーム解析の試み
栗城 紘子� 横浜市立大学附属病院 遺伝子診療部

P-78 今、改めて考える血縁者への遺伝カウンセリング 
―バイオマーカー目的と従来通りの遺伝診断目的で診断された HBOC家系の違い―
浦川 優作� 兵庫県立がんセンター

［	その他	］�

P-79 MUTYH 遺伝子におけるスプライスバリアントと大腸がん発生の関連
兼田 宗英� 近畿大学大学院 総合理工学研究科 理学専攻

P-80 家族内発症を認めた肺腺がんの一例
野呂 林太郎� 日本医科大学付属病院 呼吸器内科

P-81 大学病院における認定遺伝カウンセラー1年目の経験
渡名喜 海香子� 長崎大学病院 遺伝カウンセリング室
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当事者コーナー
第1会場（イオホール）　13：30～14：30

［	当事者と医療者、研究者のリンケージ	］

展示ブース：ポスター・展示会場（エキシビションスペース2）

団　体　名

ハーモニー・ライン（家族性大腸ポリポーシス患者と家族の会）

ハーモニー・ライフ（大腸腺腫症患者および家族、協賛者の会）

ほっと chain（VHL患者の会）

むくろじの会（MEN（多発性内分泌腫瘍症）患者と家族の会）

クラヴィスアルクス（遺伝性乳がん卵巣がん当事者会）

ひまわりの会（リンチ症候群患者家族会）
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History
 Ileal-pouch anal anastomosis has been one of the most effective treatments 
for ulceratice colitis (UC) and familial adenomatous polyposis (FAP) since the 
1980s. 
 Early on,ileostomies were considered a good option for people with the above 
diseases. Dr. Rudolf Nissen is considered to be the first man to get the ball rolling 
for patients to have a continent option to the ostomy. In 1933, he performed the 
operation on a 10-year-old with polyposis with great results. Then in 1947, 
surgeons at Johns Hopkins Hospital experimented with the ileoanal anastomosis 
withourt a reservoir on 28 dogs, 6 of which did remarkably well. Of the two 
doctors, Dr. Mark Ravitch was so confident in the procedure that he used the 
technique on two UC patients with great success. However, serious fluid loss 
was one of the greatest problems was frequent bowel movements, dehydration 
and electrolyte imbalance,in addition to the procedural complications such as 
anastomotic leaks, fistulae a serious infections.
 It wasn’t until 1969 that a Swedish surgeon, Dr. Nils Kock made the first 
continent intestinal reservoir that showed great promise. It had what was called 
a “nipple valve” which allowed complete continence and control. In the 70s the 
procedure was frequently performed mainly in Sweden and in the US. This 
pouch, however, was far from perfect and so the search for a better option 
continued.
 In the 70’s and 80’s two different research groups working apart from each 
other produced great results. Drs. J. Nicholls and A. G. Parks created the first 
S-Pouch with a temporary diversion and Prof.  J. Utsunomiya experimented with 
different versions of the J-pouch with a temporary loop ileostomy. While both 
pouches became great options for patients, the J-Pouch took the lead mainly 
because of the more easily fashioned design, especially after introduction of 
stapled devices. The functional results were investigated and compared, which 
led to further refinement mainly in the size of the pouch and the height of the 
anastomosis, but the search for the perfect pouch is an ongoing endeavor. 
 In 1995, Dr. Victor Fazio at the Cleveland Clinic studied 1,005 patients. 
The patients with double-stapled ileoanal J-pouch anastomoses showed better 
functional results than those of hand-sewn pouches and since then this has 
become the established procedure of choice. 

Current	considerations
 Today, restaurative proctocolectomy with an ileoanal pouch is the procedure 
of choice for a variety of underlying diseases, such as ulcerative colitis, 
classical familial adenomatous polyposis (FAP) and other polyposis syndromes, 

History,	evolution	and	personal	experience:		
The	ileoanal	J-Pouch

Gabriela�Moeslein
Center for Hereditary Tumors, Helios University Hospital Wuppertal,  
University of Witten-Herdecke 

特別講演1

SL-1
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respectively conditions with multiple synchronous cancers involving the rectum. 
Recently the indications in Crohn’s colitis and slow-transit-constipation have 
been revisited. Usually and as a standard today, the procedure is performed 
laparoscopically. Multiple procedural details are not described in literature, 
however, these may contribute to important differences in overall and functional 
outcome. Methodology varies with recommended single, two and three stage 
procedures, but also in being performed conventionally or laparoscopically. 
Additionally, since the introduction of taTME for rectal cancer, a retake of the 
discussion regarding the most recommendable ileo-pouchanal anastomosis has 
evolved.
 In this contribution we describe our technical approach for the one-stage 
performance of laparoscopic proctocolectomy. It has become our strategy of 
choice to defer from routine ileostomy and to perform the rectal resection as 
taTME. Additionally, perioperative management, outcome and current literature 
are discussed. The most controversial aspects of the surgical approach here 
described are:
1.	 The primary transsection of the ileocolic vessels
2. Abandoning of routine ileostomy and usage of an anal drain
3.	 taTME approach for the rectal resection

 

Curriculum	Vitae
Professor Moeslein is Professor of Surgery and Dept. Head of the newly 
established (2015) Center for Hereditary Tumours at the University Hospital 
“HELIOS Klinikum Wuppertal” of the University of Witten-Herdecke.

She completed her surgical training at the University of Heidelberg (Prof. 
Herfarth)and Düsseldorf, interrupted by a 6 month stipend at the University 
of Hyogo, where she trained with Prof. Joji Utsonomiya and was introduced 
to pouch surgery. This sparked her interest for FAP and Hereditary disease 
which has decisively led her further career steps and specialization. Further 
she completed her research year with a DFG-funded stipend to Mayo Clinic, 
Dept. of Molecular Genetics headed by Prof. Steve Thibodeau. For the 
past ten years she was Dept. Chair of the Surgical Department HELIOS 
St. Josefs-Klinik in Bochum. During this time she further specialized in 
the field of prophylactic surgery for hereditary conditions, pouch and also 
incontinence surgery. Recently she established the procedure of continent 
ileostomy (Kock pouch) at her institution and leads workshops and training 
programs.

Prof. Moeslein is long-standing elected Council member and Director of 
InSiGHT (International Society for Hereditary Gastrointestinal Tumors). 
Together with Prof. H. Vasen she initiated and leads the Mallorca Group 
as a European Expert Group on Hereditary Cancer. She became external 
advisor of InSiGHT for the CFR (Cancer Family Registries) and is a founding 
member of the IMRC (International Mismatch Repair Consortium). She 
is also a founding member of the German Consortium for HNPCC and 
Steering Committee member. She leads the working group on Hereditary 
Gastrointestinal Cancer of the German Society of Visceral Surgeons. 
Recently she has been appointed assistant Secretary of the ESCP (European 
Society of Coloproctology) and General Secretary from Sept. 2017. Also, 
she chairs the European Society for Hereditary Tumors (EHTG) that 
evolved from the former “Mallorca Group”. Her research activities focus 
on hereditary predisposition to cancer, prophylactic surgery for hereditary 
conditions, ileoanal and continent pouches  and chemoprevention. She 
focusses on promoting and enabling collaborative studies and networking. 
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一般演題1　［	FAP、ポリポーシス	］

O1-1

【背景】	リンチ症候群に代表される遺伝性消化管腫瘍
症候群（HGICS）は生殖細胞系列変異により消化管腫
瘍の発症リスクが極めて高い。HGICS に含まれる疾
患は互いに表現型が類似し、遺伝学的解析による鑑別
診断の重要性が増してきている。我々はこれまでに独
自に開発した遺伝子パネルを用いた HGICS の次世代
シークエンサー解析（Kohda M, et al. Fam Cancer 
2016）を行い、既知 / 新規の原因遺伝子変異の同定を
進めている。
【症例】	42歳女性。直腸癌ならびに上行 / 横行結腸に
30個程度の腺腫を発症。発端者の兄が若年（30代）で
肝細胞癌を発症しているが、その他に家族内に癌既往
歴は認めず、MUTYH 関連ポリポーシスが疑われた。
【結果】	パネルに搭載されている遺伝子中、MBD4遺
伝子でナンセンス変異を認めたが、その他の遺伝子で
病的変異が疑われるものは無かった。全エクソーム
シーケンス解析でも、当該変異を除き大腸癌発症に関
連するような既知の生殖細胞系列変異は認められな
かった。MBD4遺伝子の変異が発症に関与している
かを検証するため腫瘍組織を調べたところ、免疫染色
により MBD4蛋白質発現の消失を認め、シークエン
ス解析 / コピー数解析により MBD4遺伝子の LOH
が確認された。大腸癌関連遺伝子パネルを用いた解析
から得られた体細胞変異のプロファイルについて検討
したところ、C ＞ A が最も多く、次いで C ＞ G, C ＞
T の順で変異が認められた。C ＞ G に限ってみると、
CpG に含まれる C が他の部位のものに比べ変異頻度
が高かった。これは MBD4が CpG サイトでメチル化
された C が脱アミノ化により T に変換されて生じる
G：T ミスマッチを塩基除去修復系で修復することと
矛盾しない結果であった。
【結語】	MBD4遺伝子に病的な生殖細胞系列変異を有
することにより、癌発症に関わることが示唆された。

多数の大腸腺腫を併発した 
日本人若年発症直腸癌患者における
MBD4遺伝子生殖細胞系列病的変異
の同定と直腸癌組織における 
体細胞変異プロファイルの解析

○江口 英孝1）2）、田中屋 宏爾3）、田夛 祐喜4）、�
立川 哲彦5）、平田 智子2）、神田 将和1）2）、�
井谷 史嗣6）、赤木 究5）、岡﨑 康司1）2）、�
石田 秀行7）

1）順天堂大学大学院医学研究科 難治性疾患診断・治療学、 
2）埼玉医科大学ゲノム医学研究センター、 
3）国立病院機構岩国医療センター 外科、 
4） 理化学研究所バイオリソースセンター 疾患ゲノム動態解析 
技術開発チーム、

5）埼玉県立がんセンター 腫瘍診断・予防科、 
6）広島市民病院 外科、 
7）埼玉医科大学総合医療センター 消化管・一般外科

O1-2

【背景】	家族性大腸腺腫症（FAP）の胃病変として胃
底腺ポリポーシス（FGP）、胃腺腫、胃癌を合併する
ことが知られているが、その発症形式は明らかでない。
我々は当院で診断された FAP の胃病変の臨床的特徴
を検討し、Helicobacter pylori 感染による胃粘膜萎縮
を背景に発症する病変と FGP を背景に発症する病変
における内視鏡所見の差異を指摘した。今回、病理学
的特徴と遺伝子学的背景について検討を加えた。
【方法】	2005年4月 か ら2016年7月 ま で に 当 院 で
FAP と診断された59例（attenuated type を除外）の
うち、上部消化管内視鏡検査を施行した39例を対象
とした。萎縮性胃炎の有無で萎縮群・非萎縮群の2群
に分け、FGP、胃腺腫、胃癌発症率、また両群にお
ける胃癌7例21病変について発症部位、内視鏡所見、
多発病変の有無について検討した。病理学的検討とし
て、代表的組織像を示す11病変において免疫染色を
施行し、萎縮性胃炎との関連を検討した。
【結果】	萎縮群10例と非萎縮群29例において FGP は
それぞれ1例（10%）と24例（82%）、胃癌は6例（60%）
と2例（7%）であり、胃癌は萎縮群で有意に発生率が
高く、全例において同時異時多発病変であった。肉眼
型は隆起型：平坦型：陥凹型 /9：1：10、組織型は全
例分化型、深達度は全例粘膜内であった。
　非萎縮群の胃癌の肉眼型は隆起型が3病変中2病変
で、色調は全て白色調だったのに対し、萎縮群の17
病変は赤色調：白色調：正色調 /11：5：1、隆起型：
平坦型：陥凹型 /6：1：9であり、発赤調、陥凹型の
病変が多かった。
　萎縮性胃炎のない2症例に生じた胃癌は胃底腺粘膜
の表面に主座のある胃型形質の癌だった。Closed 
type の萎縮性胃炎2症例では胃型形質と胃腸混合型
形質の癌が生じ、Open type の萎縮性胃炎の3例に生
じた癌は全例腸型形質だった。
【結論】	FAP の胃癌のうち胃粘膜萎縮群に見られる
胃癌の特徴は一般の分化型胃癌と類似しているが、非
萎縮で FGP を有する群とは肉眼型・色調・粘液形質
が異なる傾向にあった。

家族性大腸腺腫症に合併した 
胃癌における臨床病理学的特徴

○中野 薫1）、千野 晶子1）、新井 正美2）、河内 洋3）、
吉田 玲子2）、喜多 瑞穂2）、井出 大資1）、�
石山 晃世志1）、斎藤 彰一1）、藤崎 順子1）

1）がん研究会有明病院 消化器内科、2）同 遺伝子診療部、 
3）同 病理部
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筆頭演者 索引
G

Gabriela�Moeslein� SL-1

R

Robert�L.�Nussbaum� SL-3

S

Suet�Yi�Leung� SL-2

あ

青柳 智義� P-05

赤木 究� PS-2

阿部 彰子� P-28

新井 正美� PS-8

荒川 由貴� P-07

安東 夕紀� P-71

庵前 美智子� O6-12

い

飯塚 千祥� O2-4

石川 秀樹� PS-1

石田 啓之� O7-6

石堂 佳世� P-33

伊藤 亜希子� O3-3

伊藤 公美� P-47

井上 沙聡� O5-6

井上 慎吾� P-18

井上 美穂� EL-6

指宿 睦子� P-24

岩田 成志� O4-3

岩舘 学� O6-4

う

内野 眞也� PS-10

浦川 優作� P-78

浦木 進丞� P-34

え

江口 英孝� PS-3, 
O1-1

お

大田 浩司� O2-3

太田 裕之� P-51

大西 舞� O2-11

大嶺 開人� P-53

岡内 可菜恵� P-36

岡﨑 康司� EL-5

奥川 喜永� O4-1

尾崎 依里奈� O3-7

織田 克利� P-74

織田 信弥� O4-6

小原 令子� P-30

か

賀川 義規� P-44

柿沼 敏行� P-02

勝又 なつ実� O7-3

加藤 孝子� P-38

金子 景香� O3-8

兼田 宗英� P-79

構 奈央� O4-4

川田 淑子� P-43

河野 眞吾� P-37

河村 京子� P-45
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き

木村 美葵� P-21

浄住 佳美� O7-5

く

日下部 恵梨菜� P-55

國久 智成� P-08

久保 慎一郎� P-03

熊本 忠史� PS-5

倉田 加奈子� P-66

栗城 紘子� P-77

こ

古川 孝広� P-26

小林 朋子� P-14

権田 憲士� O6-2

さ

才田 千晶� P-22

阪田 麻裕� P-50

佐田 春樹� O1-3

佐道 俊幸� P-06

し

塩田 恭子� O2-8

志賀 清人� P-69

下川 亜矢� P-40

首藤 茂� P-64

す

菅井 有� EL-1

杉下 博基� P-42

杉本 健樹� O3-2

鈴木 美慧� P-56

須藤 剛� O7-7

せ

関根 正幸� EL-3

そ

園原 一恵� P-23

た

高磯 伸枝� P-25

高雄 暁成� O1-8

高雄 美里� O7-2

高瀬 洪生� P-52

高橋 侑子� P-09

高原 祥子� O5-7

高柳 俊作� P-63

高柳 大輔� P-48

田口 淳一� O6-6

竹下 美保� O3-5

竹田 貴� O4-12

田中屋 宏爾� PS-4

谷川 道洋� O2-12

田村 和朗� P-68

ち

近 範泰� P-54

て

寺岡 晃� O2-9

寺西 裕� O6-11

寺本 瑞絵� P-49

と

遠矢 圭介� P-46

德富 智明� O6-3

渡名喜 海香子� P-81

富永 哲郎� O1-7

豊田 昌徳� P-73

な

永井 千絵� O7-8

長岡 竜太� O3-4

中川 英刀� EL-2

長嵜 寿矢� O4-2

長塚 美樹� P-15

中野 薫� O1-2

中野 雄介� P-39

中野 嘉子� P-65, 
P-67

中平 博子� O1-5

中守 咲子� P-29

に

西村 誠一郎� O2-10
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の

野村 秀高� O2-6

野呂 林太郎� P-80

は

蓮見 壽史� O6-7

長谷川 美樹� O5-2

服部 浩佳� P-60

羽田 恵梨� P-76

林 信孝� P-75

速水 亮介� P-12

原賀 順子� O7-1

春山 優理恵� P-31

ひ

平岡 弓枝� P-16

平野 卓朗� O4-11

ふ

福島 洋子� P-19

二川 摩周� O3-6

古屋 充子� PS-6, 
O6-8

ほ

北條 隆� P-13

堀内 泰江� O2-1

本田 弥生� O5-4

ま

前田 浩幸� P-20

松浦 拓人� O2-2

松下 理恵� O3-1

松谷 奈央� O5-5

松林 宏行� P-58

松本 直道� EL-4

松本 仁美� P-27

松本 恵� P-17

松本 佳子� P-35

松本 好美� P-72

松山 裕美� O2-7

真部 淳� PS-7

み

三浦 清徳� P-32

三口 真司� O7-4

水本 紗千子� P-10

三井 康裕� O6-9

箕輪 真理� PS-12

宮下 俊之� O6-10

三輪 教子� P-01

む

村上 郁� O5-1

も

望木 郁代� O6-5

望月 修� P-04

本吉 愛� P-11

森 瞳美� P-62

母里 淑子� P-59

門馬 智之� O1-6

や

矢尾 正祐� PS-9

山崎 文登� P-57

山澤 一樹� O1-4

山下 健太郎� P-41

山田 敦� O4-5

山田 玲央� O5-8

山村 真弘� P-70

山本 剛� O4-9

山本 安則� P-61

よ

横井 左奈� O4-10

吉田 達也� O5-3

吉田 輝彦� PS-11

吉田 玲子� O6-1

吉本 有希子� O2-5

わ

若月 智和� O4-8
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第24回日本家族性腫瘍学会学術集会

 協賛企業・団体一覧 （2018年5月現在）

本学術集会開催にあたり、下記の企業・団体よりご協力をいただきました。
ここに深甚なる感謝の意を表します。

株式会社アーガス・サイエンス

アストラゼネカ株式会社

EAファーマ株式会社

FMC東京クリニック

小野薬品工業株式会社

科研製薬株式会社

協和発酵キリン株式会社

神戸咲く咲くHarmony株式会社

コニカミノルタ株式会社

株式会社神陵文庫

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

住友ベークライト株式会社

ゼリア新薬工業株式会社

大鵬薬品工業株式会社

武田薬品工業株式会社

第一三共株式会社

社会医療法人 中央会

中外製薬株式会社

有限会社ツマガリ

テルモ株式会社

東レ・メディカル株式会社

一般社団法人日本血液製剤機構�

日本イーライリリー株式会社

バイエル薬品株式会社

兵庫医科大学 第二外科

ビー・ブラウンエースクラップ株式会社

株式会社ファルコバイオシステムズ

ブリストル・マイヤーズ�スクイブ株式会社

堀井薬品工業株式会社

宮野医療器株式会社

ミヤリサン製薬株式会社

メルクセローノ株式会社�

株式会社ヤクルト本社

ラボコープ・ジャパン合同会社
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