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1) はじめに（招聘の概要）  

	 2019 年 7 月 11 日–13 日の 3 日間、札幌市のロイトン札幌に於いて「第３８回札

幌国際がんシンポジウム」を開催させて頂きました。このシンポジウムは、公益財

団法人札幌がんセミナーが開催する学術シンポジウムで、重要な位置を占めるもの

です。1981年に第１回が開催されて以来、毎年夏、がん研究を行う研究者・医師、

海外からの一流のがん研究者を含む約 120 名が一堂に会して、3 日間、1 つのテー

マに関して討論をします。今年のシンポジウムは、「統合がん解析：サイエンスが

創り出す最新の診断・治療 ”Integrated Cancer Analysis: Science creates advanced 

diagnosis and therapies”」と題して、ベーシックサイエンスから診断・治療の最前線

までを一貫して学べる内容を企画し、初夏の札幌に、海外から 9 名、国内から 14

名、合計 23名の speakerをお招きしました。ポスター発表者は、札幌の若手がん研

究者はもとより、東大、岩手医大、秋田大、がん研、国立がんセンターなどからも

演題をいただき、合計 48 題となり、参加者は座長、研修医、医学部学生などを含

めて合計 167名と多数の皆様にお越しいただきました。 
 

2) 被招聘者の紹介  
	 本シンポジウムにおいて、貴中谷医工計測技術振興財団殿には、海外からの

invited speaker 9名のうち、3名のがん研究者の招聘に助成を賜りました。 

① Beatrice Knudsen 博士（Cedars-Sinai Medical Center (Los Angeles, U.S.A.)：

Knudsen 博士は、米国 Rockefeller 大学にポスドクとして在籍中（1990-1995）

に花房秀三郎先生（1982ラスカー基礎医学研究賞、1995文化勲章受章）に師



 

 

事し、Abl キナーゼ /Crk シグナル分子複合体の発見に貢献（EMBO J. 

1994:13;2341-51）。この複合体での Crkのリン酸化は、現在、慢性骨髄性白血

病における分子標的治療薬 Gleevec の感受性をモニタリングする重要なバイ

オマーカーとなっています。Knudsen 博士は以降、病理医として日常診断に

従事しながら、診断および治療反応性や予後予測を可能とするバイオマーカ

ーの開発に従事され、Prostate specific membrane antigen (PSMA)を用いた in 

vivo tumor imagingや抗血管新生阻害の有用性等を証明されています。現在、

Knudsen博士は、Cedars-Sinai Medical Center (Los Angeles, U.S.A.) において米

国唯一の最先端バイオバンク/分子病理診断のコア施設を創設・監督する立場

にあり、デジタルパソロジーのプログラム開発も指揮されています。病理組

織標本とコンピュータービジョン（Raman probeや AI技術）を組み合わせる

ことによって、新規バイオマーカーを開発、多くの研究成果を報告されてい

ます（ACS Nano. 2008:2;2306-14, Comput Med Imaging Graph 2015:46;197-208）。 
② Bruce Mayer博士（University of Conneticut School of Medicine, U.S.A.）：Mayer

博士は、米国 Rockefeller大学や National Institute of Health (NIH)で研鑽を積ま

れた後、一貫して細胞内シグナル伝達の研究を行ってきました。Mayer 博士

は、生物の正常発生や正常機能のシグナル伝達を解明する一方、がんや自己

免疫疾患など多くの疾患におけるシグナルの異常や破綻についても深く研究

されてきました。これらの成果は、Nature (5編)、Science (3編)、Cell (3編)

をはじめ、多数の科学誌に発表されており、基礎研究の領域を超え、疾患の

異常なシグナル伝達を阻止するための新規治療法確立の基盤技術となってい

ます。最近では、シグナル伝達反応をコンピューターシミュレーションによ

りモデル化することで、従来の分子生物学的解析法との統合により、新たな

治療戦略を発見、報告されています (J. Biol. Chem. 2018:293;623-637)。 

③ Anindya Dutta博士（University of Virginia, School of Medicine）：Dutta博士は、

米国 Rockefeller大学、Cold Spring Harbor Laboratory、Harvard Medical School

で研鑽を積まれた後、バージニア大学において Biochemistry and Molecular 

Genetics の Harrison Distinguished Professor および Chair、また Pathology の

Professorを歴任。DNAダメージ、ゲノムの不安定性、non-coding RNAs研究

における世界の第一人者であります。Dutta博士は、ゲノミクス技術を用いて

ヒト細胞において数百種の DNA 複製起点を明らかにし、抗がん剤がそれら

の活性に与える影響を詳細に解明。ゲノムの安定性を導き出すために重要な

新規治療標的を発見されてきました。さらに、 Dutta 博士は、

cloning/high-throughput sequencing 技術を用いて、筋肉分化やがんの進展に重

要な microRNA、新規 non-micro short RNAs、long noncoding RNAs (lncRNAs)

を発見(Science. 2012:336;82-86.)。現在、その機能について詳細な解析が進め



 

 

られており、世界の注目を集めています。Dutta 博士はこれらの功績により、

AAAS の Elected Fellow、Ranbaxy Award、American Society for Investigative 

Pathologyより Outstanding Investigator Awardを受賞されています。 

 

3) 会議または集会の概要  
	 本シンポジウムは、がんに関する研究、診断、治療の面で活躍している研究者や

医師を海外および国内から 20名以上招聘して、3日間にわたり、1つの会場でディ

スカッションすることで、最新のがん研究・がん医療への理解を深め、また北海道

の若手医師、研究者、医学生、医療関係者をインスパイアーすることを目的として

います。今回は、1 日目はサイエンス寄りのセッションを、2 日目は新治療に関す

るセッションと、今後発展すると予想されるゲノム、AI やデジタルパソロジーに

焦点を当てたセッションを構成しました。 

 

4) 会議の研究テーマとその討論内容  
	 近年、次世代シーケンサーの開発で急速にがんゲノム医療が発展し、その成果は

治療のための分子標的薬を決定する実臨床に直結するようになってきました。2018

年度からは、がんゲノム医療中核病院等が選定され、パネル検査によるがんゲノム

医療が本格的に始動しています。がんに関する新たな研究成果の発見から診断・治

療へ応用するスピードは一段と加速し、基礎研究と臨床研究を切り離すことは難し

く、統合的ながんの解析が新規診断・治療法開発につながっています。こうした背

景を踏まえ、本シンポジウムは「統合がん解析：サイエンスが創り出す最新の診断・

治療 ”Integrated Cancer Analysis: Science creates advanced diagnosis and therapies”」と

題し、特別講演 3題の他、4つのセッションと特別セッションで、専門家がさまざ

まな角度から統合がん解析の現況を提示しました。 

4つのセッションでは、「がんの最先端サイエンス」「がんの周囲環境とがん幹細

胞」「新規がん診断・がん治療」「最先端の病理診断」に関する最新研究などについ

て意見交換しました。この中で、①Knudsen博士には「最先端の病理診断」のセッ

ションで、”Machine leaning and artificial intelligence (A.I.) in pathology: a novel 

approach to cancer analysis ” と題し、デジタル画像診断の現状と問題点について医療

的・社会的立場から総合的にご討論頂きました。②Mayer博士には「がんの最先端

サイエンス」のセッションで、 ”Integrating tyrosine phosphoproteomics and 

computational modeling in cancer ” と題し、Mayer博士が開発したコンピューターモ

デルによるシグナル複合体の反応予測についてご教授頂くと同時に、シグナル伝達

経路を多くターゲットとしている現在のがんの分子標的治療の問題点についてご

討論頂きました。また、③Dutta 博士には「新規がん診断・がん治療」のセッショ

ンで、”LncRNAs and germline SNPs for predicting outcome in glioma ”と題し、脳腫瘍



 

 

の診断確定や予後予測のためのバイオマーカーとしての lncRNA の機能に加えて、

治療標的としての lncRNAの有用性についてご講演頂きました。 

一方、特別講演では、ゲノム解析やがん幹細胞に関する最新知見が報告されまし

た。Do-Hung Nam教授（サムスン医療センター。韓国）にはゲノム脳腫瘍診断と治

療について、佐谷 秀行教授（慶應大学）にはがん幹細胞の先端研究と治療につい

て、油谷 浩幸教授（東京大学）には最先端ゲノム解析について、各々特別講演を

頂きました。また、特別セッションでは、今回のテーマであるサイエンスが創り出

す最新の診断・治療の成功例として胃がんに焦点を当て、胃がん根絶に向けた研究

成果を畠山 昌則教授（東京大学）に、臨床面ではピロリ菌治療の保険診療を構築

して胃がん死亡者数の減少に大きく貢献した浅香 正博学長（北海道医療大学）に

ご講演を頂きました。 
 
5) 招聘した成果  

① Knudsen 博士のご講演を拝聴し、デジタル画像診断の現状と問題点について討

論することにより、我が国において、病理や放射線科など画像を取り扱う分野

の医師・研究者のみならず、基礎研究者・臨床医・がん研究者・コンピュータ

ー生物学者が互いの垣根を払拭し、基礎研究から臨床診断・治療に至るまで横

断的な知識と技能を身につけることができました。今後、形態計測技術を基盤

とした有用なバイオマーカーの同定や新規発見に繋がり、本邦のがん患者の診

断や治療において大いなる利益をもたらすことと期待されます。 

② Mayer博士のご講演により、Mayer博士が開発されたコンピューターモデルが、

多くの細胞外・細胞内環境因子によって複雑に制御されるシグナル反応を迅速

且つ正確に予測することが広く認識されました。基礎実験研究者のみならず、

臨床医・がん研究者・コンピューターエンジニアらがコンピューターモデルか

ら得られた多角的な視点を持つことで、臨床現場において効果的な治療薬の選

定や薬剤の反応予測が可能となり、医療への貢献が大いに期待されます。 

③ Dutta博士のご講演を拝聴し、lncRNAの操作技術をご教授頂くことにより、我

が国のがん研究者や臨床医・腫瘍学者に lncRNA 解析の重要性が認識され、が

ん患者の予後予測や積極的治療法の選択において重要な指針となることが多

いに期待されます。 

	 本シンポジウム全体を通して、若手研究者からゲストスピーカーまで大変活発な討論

が行われました。全てのゲストスピーカーのご講演は、バイオマーカー、病理組織診断

と遺伝子診断が連結した統合診断、新規がんゲノム医療、がん分子標的治療等への展開

において極めて有用な指標となり、我が国におけるがんに関する新たな研究領域の開拓

や研究・医療の水準の向上に寄与することが期待されます。また、多くのゲストスピー

カーの先生が、学生や若手研究者と非常に近い距離で交流して下さり、エールを送って



 

 

下さいました。 

 
6) その他  
	 この度の第 38 回札幌国際がんシンポジウム開催につきましては、海外・国内演
者の皆様、座長の皆様を始め、ポスター発表者の皆様、ご参加下さった全ての皆様

に御礼申し上げます。また、貴中谷医工計測技術振興財団殿を始め、ご協力いただ

いた協賛各社の皆様にもこの場をお借りして厚く御礼申し上げます。 
 
 
 
 
 
 
 
 

	 	 	 	 	 Bruce Mayer先生。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Beatrice Knudsen先生。 

	 	 医学部学生さんと交流する Dutta先生。	 	 	 	 海外・国内含め 167名の方にご参加頂いた。 


