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プログラム
1日目　9月19日木

第1会場（白樺）

9:00～ 開会の挨拶 第1会場（白樺）

第29回日本光線力学学会学術講演会　会長
佐藤　俊一（防衛医科大学校防衛医学研究センター　教授）
第15回日本脳神経外科光線力学学会　会長
橋本　直哉（京都府立医科大学脳神経外科学教室　教授）

シンポジウム1　「新規光感受性薬剤とDDS」 第1会場（白樺）

9:15～10:45 座長：中島　進（森山メモリアル病院）
 平川　和貴（静岡大学） 　　　　　　

S1-1 精密高分子設計に基づくDDSとPDT応用
○西山　伸宏

東京工業大学 科学技術創成研究院

S1-2 フォトメカニカル波を用いた悪性腫瘍へのドラッグデリバリー： 
マウス皮下腫瘍モデルを用いた実験
○角井　泰之1）、津田　均2）、佐藤　俊一1）

1）防衛医科大学校 防衛医学研究センター 生体情報・治療システム研究部門、
2）防衛医科大学校 病態病理学講座

S1-3 新規ホウ素化ポルフィリン・クロリンのconvection enhanced deliveryを用いた 
PDTおよびBNCTの有用性
○平松　亮1）、川端　信司1）、中村　浩之2）、Vicente. MGH3）、田中　浩基4）、櫻井　良憲4）、

小野　公二5）、黒岩　敏彦1）5）6）、鰐渕　昌彦1）

1）大阪医科大学 脳神経外科・脳血管内治療科、2）東京工業大学 化学生命科学研究所、
3）ルイジアナ州立大学 化学研究科、
4）京都大学兼城実験所 複合原子力科学研究所附属粒子線腫瘍学研究センター、
5）大阪医科大学 関西BNCT共同医療センター、6）畷生会脳神経外科病院

S1-4 電子移動で生体分子を酸化する長波長応答ポルフィリン光感受性薬剤
○平川　和貴1）2）

1）静岡大学工学部 化学バイオ工学科、2）静岡大学創造科学技術大学院 ナノマテリアル部門

S1-5 クロリンE6ポルフィリン環ボロン誘導体の腫瘍集積時間帯と一重項酸素生成能の比較検討
○三好　憲雄1）2）3）4）、三宅　祐輔2）、田嶋　邦彦2）、岡崎　茂俊3）、櫻井　良憲5）

1）静岡大学 大学院総合科学技術研究 バイオ光化学、2）京都工芸繊維大学 分子化学系、
3）浜松医科大学 光尖端医学教育研究センター 医学分光応用寄附研究室、
4）筑波大学 臨床医学系 消化器内科、5）京都大学 複合原子力科学研究所
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S1-6 光線力学療法を指向したDπA光増感剤の合成と作用機序の解明
○森谷　渉1）2）、布施　新一郎1）、中村　浩之1）

1）東京工業大学 科学技術創成研究院 化学生命科学研究所、2）東京工業大学 生命理工学院

シンポジウム2　「PDTの安全・標準化・ガイドライン」 第1会場（白樺）

11:00～12:00 座長：奥仲　哲弥（国際医療福祉大学）

S2-1 光線力学的治療に用いるレーザ医療機器の安全性について（医療機器審査の観点から）
○金田　悠拓

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 医療機器ユニット 医療機器審査第二部

S2-2 PDTに関する国際規格（IEC 60601-2-75）の策定
○川瀬　悠樹1）2）、岸本　眞治1）、伊関　洋1）、生田　聡子1）、村垣　善浩1）

1）東京女子医科大学 先端生命医科学研究所、2）早稲田大学 医療レギュラトリーサイエンス研究所

S2-3 レザフィリンPDT後の日光過敏症に対する対応：学会ガイドライン策定を目指して
○荒井　恒憲1）、小川　恵美悠2）、熊谷　寛2）、前原　幸夫3）、今井　健太郎3）、大谷　圭志3）、

池田　徳彦3）、臼田　実男4）、吉岡　正博5）、武藤　学5）

1）慶應義塾大学理工学部、2）北里大学医療衛生学部、3）東京医科大学 呼吸器･甲状腺外科学、
4）日本医科大学 呼吸器外科学、5）京都大学大学院医学研究科 腫瘍薬物治療学

S2-4 食道癌に対するPDT安全性向上のための課題と対策
○中村　哲也1）、山岸　秀嗣2）、生沼　健司3）、寺野　彰4）

1）獨協医科大学 医療情報センター、2）獨協医科大学 病理診断学講座、3）獨協医科大学 消化器内科、
4）獨協学園 理事長

ランチョンセミナー1 第1会場（白樺）

12:15～13:15 座長：成田　善孝（国立がん研究センター）

［脳腫瘍に対するPDDとPDTの役割］

新田　雅之　　東京女子医科大学 脳神経外科

共催：ノーベルファーマ株式会社

Hot Topicsシンポジウム1　「幹細胞とPDT」 第1会場（白樺）

14:30～15:45 座長：片岡　洋望（名古屋市立大学）　　
 橋本　直哉（京都府立医科大学）

HTS1-1 教育講演   悪性グリオーマ幹細胞を標的化する光線力学治療
○野々口　直助

大阪医科大学 脳神経外科
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HTS1-2 癌幹細胞マーカーCD44発現がん細胞株に対するTalaporfin sodium PDTの効果
○神田　努、磯本　一

鳥取大学医学部 機能病態内科学分野

HTS1-3 休眠がん細胞モデルにおけるALA添加後のPpIX蓄積およびPDT感受性の評価
○小倉　俊一郎1）2）、中山　沢1）2）、大塚　慎平1）、中島　元夫3）、田中　徹2）3）、山本　新九郎4）、

花崎　和弘2）5）、井上　啓史2）4）

1）東京工業大学 生命理工学院、2）高知大学 光線医療センター、3）SBIファーマ、
4）高知大学 医学部 泌尿器、5）高知大学 医学部 外科（一）

HTS1-4 Photodynamic Effectによる幹細胞機能制御
○櫛引　俊宏、石原　美弥

防衛医科大学校 医用工学講座

特別講演 第1会場（白樺）

16:00～17:00 座長：佐藤　俊一（防衛医科大学校）

［がんの近赤外光線免疫療法］

小林　久隆　　分子イメージングプログラム・米国国立がん研究所・米国NIH

第2会場（珊瑚）

一般演題1　「臨床応用最前線」 第2会場（珊瑚）

9:15～11:00 座長：大崎　能伸（旭川医科大学）　　　　
 西脇　由朗（浜松医療センター）

O1-1 当院における食道癌局所遺残再発例に対するタラポルフィンナトリウムを用いた 
光線力学的療法の検討
○鈴木　健人、田中　守、市川　紘、西江　裕忠、片岡　洋望

名古屋市立大学大学院医学研究科 消化器・代謝内科学

O1-2 食道癌化学放射線療法後の局所遺残再発例に対する、レザフィリンおよびフォトフリンを
用いた光線力学的療法の治療成績の比較検討
○南出　竜典、矢野　友規、村野　竜朗、門田　智裕、新村　健介、依田　雄介、堀　圭介、

池松　弘朗
国立がん研究センター東病院 消化管内視鏡科

O1-3 酸素飽和度イメージングを用いた食道癌に対する光線力学療法（PDT）による変化の観察
○須山　正幸、依田　雄介、西原　圭一郎、砂川　弘憲、南出　竜典、山本　陽一、新村　健介、

堀　圭介、池松　弘朗、矢野　友規
国立がん研究センター東病院 消化管内視鏡科
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O1-4 胃癌を対象とした光線力学診断における臨床応用の取り組みと基礎的検討
○山下　太郎1）、池淵　雄一郎1）、神田　努1）、坂口　啄紀2）、木下　英人3）、磯本　一1）

1）鳥取大学医学部附属病院 機能病態内科学、2）昭和大学江東豊洲病院 消化器センター、3）山陰労災病院

O1-5 胆管癌に対するTalaporfin sodiumを用いた光線力学療法の前向き臨床試験2治験例
○甲斐　健吾1）5）、七島　篤志2）、旭吉　雅秀2）、今村　直哉2）、濱田　剛臣2）、西田　卓弘1）、

河上　洋3）、坂　哲臣3）、久保田　良政3）、中島　孝治3）、矢野　公一2）、和田　敬2）、武野　慎介3）、
甲斐　真弘4）

1）宮崎大学医学部外科学講座 消化管内分泌小児外科学分野、
2）宮崎大学医学部外科学講座 肝胆膵外科学分野、3）宮崎大学医学部消化器内科学講座、
4）宮崎市郡医師会病院外科、5）宮崎大学医学部解剖学講座 組織細胞化学分野

O1-6 5ALAを併用した胸膜播種性病変に対する光学的診断
○北田　正博、大崎　能伸、安田　俊輔、阿部　昌宏、岡崎　智、石橋　佳

旭川医科大学 呼吸器センター

O1-7 イヌ腫瘍初代培養細胞に対する5-アミノレブリン酸を用いた光線力学療法の治療効果
○大崎　智弘1）、太田　麗2）、國末　成美2）、今里　栄男2）、石井　琢也2）、高橋　究2）、石塚　昌宏2）、

田中　徹2）、岡本　芳晴1）

1）鳥取大学農学部共同獣医学科、2）SBIファーマ株式会社

一般演題2　「新規光感受性薬剤の物理化学」 第2会場（珊瑚）

11:15～12:00 座長：西山　伸宏（東京工業大学）

O2-1 疎水基および親水基をもつ長波長応答P(V)ポルフィリン光増感剤の活性評価
○平川　和貴1）2）、平野　達3）、野坂　芳雄4）、中崎　城太郎5）、瀬川　浩司5）

1）静岡大学 工学部 化学バイオ工学科、2）静岡大学 創造科学技術大学院 ナノマテリアル部門、
3）浜松医科大学 光量子医学研究センター、4）長岡技術科学大学 物質・材料系、
5）東京大学 大学院総合文化研究科 広域科学専攻

O2-2 光線力学療法への応用を志向したpH応答性リン(V)光増感剤の開発
○堀内　宏明1）、磯貝　將孝1）、平川　和貴2）、奥津　哲夫1）

1）群馬大学 大学院理工学府 分子科学部門、2）静岡大学 大学院総合科学技術研究科

O2-3 腫瘍内低pH環境に応答して親水-疎水相転移挙動を示す高分子コンジュゲート型光増感剤
○野本　貴大、Muttaqien Sjaikhurrizal El、武元　宏泰、松井　誠、西山　伸宏

東京工業大学 科学技術創成研究院

12:30～13:15 JPA幹事会 第2会場（珊瑚）

13:30～13:45 JPA総会 第2会場（珊瑚）
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一般演題3　「抗微生物PDT　―最新in vitro研究―」 第2会場（珊瑚）

14:00～15:00 座長：守本　祐司（防衛医科大学校）

O3-1 Staphylococcus aureusの色素産生能と白色LED光照射による発育抑制効果との関係性
蓮沼　裕也、○バダジャルガル　エンフジン、佐藤　麻美、池上　和志、徳岡　由一
桐蔭横浜大学医用工学部

O3-2 レーザー内視鏡と塩基性メチレンブルーによるH. pylori除菌
○小笠原　浩二1）、大崎　能伸2）、中島　進3）、佐藤　浩1）、佐々木　正1）

1）猿払村国民健康保険病院、2）旭川医科大学呼吸器センター、3）医療法人社団元生会 森山メモリアル病院

O3-3 Additives (EDTA, ethanol) enhance antibiofilm effect of methylene blue-mediated 
photodynamic therapy
○Sarker Roma Rani1）, Tsunoi Yasuyuki2）, Haruyama Yasue2）, Sato Shunichi2）,  

Nishidate Izumi1）

1）Graduate	School	of	Bio-Applications & Systems	Engineering,	Tokyo	University	of	
Agriculture	and	Technology、	
2）Division	of	Bioinformation	and	Therapeutic	Systems,	National	Defense	Medical	College	
Research	Institute

O3-4 光感受性物質TONS504とメチレンブルーのS. aureusに対する 
光線力学的抗微生物効果の比較
○宍道　紘一郎1）、近間　泰一郎1）、末岡　健太郎1）、Pertiwi Yunialthy Dwia1）、坂口　剛正2）、

木内　良明1）、尾花　明3）

1）広島大学大学院医系科学研究科視覚病態学、2）広島大学大学院医系科学研究科ウイルス学、
3）聖隷浜松病院眼科
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プログラム
2日目　9月20日金

第1会場（白樺）

シンポジウム3　「医師主導治験の光と影」 第1会場（白樺）

9:00～10:15 座長：古川　欣也（東京医科大学）　　　　　　　　
 土田　敬明（国立がん研究センター）

S3-1 原発性悪性脳腫瘍に対する光線力学的療法(PDT)に関する医師主導治験
○秋元　治朗1）2）、深見　真二郎1）、河野　道宏1）

1）東京医科大学 脳神経外科学分野、2）総合病院厚生中央病院 脳神経外科

S3-2 CRT/RT後遺残再発食道がんに対するPDTに関する医師主導治験
○矢野　友規1）、武藤　学2）

1）国立がん研究センター東病院 消化管内視鏡科、2）京都大学医学部附属病院 腫瘍内科

S3-3 5-ALAを用いた胃癌審査腹腔鏡検査の医師主導治験より学んだ外科医が行う臨床試験　
―その方法と問題点―
○高橋　剛1）、斉藤　百合奈1）、高　正浩1）、石田　智1）、山下　公太郎1）、西塔　拓郎1）、

田中　晃司1）、牧野　知紀1）、黒川　幸典1）、中島　清一1）、山﨑　誠1）、森　正樹2）、土岐　祐一郎1）

1）大阪大学 消化器外科、2）九州大学 消化器・総合外科

S3-4 膀胱がんにおける経口5-アミノレブリン酸を用いた光線力学診断の臨床開発
○井上　啓史1）3）、福原　秀雄1）3）、中山　沢3）、並川　努2）3）、花崎　和弘2）3）

1）高知大学医学部泌尿器科学講座、2）高知大学医学部外科学講座外科1、
3）高知大学医学部光線医療センター

S3-5 医師主導治験の信頼性担保のあり方
○牧村　知美

独立行政法人医薬品医療機器総合機構 医療機器調査・基準部 医療機器信頼性保証課

Hot Topicsシンポジウム2　「光と免疫」 第1会場（白樺）

10:30～12:05 座長：櫛引　俊宏（防衛医科大学校）
 松井　裕史（筑波大学）　　　　　　

HTS2-1 教育講演   がん微小環境における免疫病態と光線力学療法
○片岡　洋望

名古屋市立大学大学院 消化器・代謝内科学

HTS2-2 がん治療を指向した光応答低分子デバイス
○湯浅　英哉

東京工業大学生命理工学院
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HTS2-3 悪性脳腫瘍に対する光線力学的療法の治療成績と自家腫瘍ワクチン併用効果
○村垣　善浩1）2）、新田　雅之2）、丸山　隆志1）2）、生田　聡子1）、齋藤　太一2）、都築　俊介2）、

福井　敦2）、川俣　貴一2）、伊関　洋1）

1）東京女子医科大学 先端生命医科学研究所 先端工学外科学分野、2）東京女子医科大学 脳神経外科

HTS2-4 近赤外光を用いた皮膚の遊走性樹状細胞の活性化とワクチン増強作用の研究
○君塚　善文1）、櫛引　俊宏2）、川名　明彦1）、Kashiwagi Satoshi3）4）

1）防衛医科大学校 内科学講座(感染症・呼吸器)、2）防衛医科大学校 医用工学講座、	
3）Radiology,	Harvard	Medical	School、	
4）Gordon	Center	for	Medical	Imaging,	Department	of	Radiology,	Massachusetts	General	
Hospital

HTS2-5 光免疫療法における選択的殺細胞のメカニズム
○小川　美香子

北海道大学大学院薬学研究院

 特別発言
小林　久隆　　分子イメージングプログラム・米国国立がん研究所・米国NIH

ランチョンセミナー2 第1会場（白樺）

12:30～13:30 座長：中田　光俊（金沢大学）

［5-アミノレブリン酸の多様性　〜術中蛍光診断・硬膜閉鎖からRDTまで〜］

山本　淳考　　産業医科大学 脳神経外科

共催：CSLベーリング株式会社

シンポジウム4　「微生物とPDT」 第1会場（白樺）

14:00～15:15 座長：小笠原　浩二（猿払村国民健康保険病院）
 尾花　明（聖隷浜松病院）　　　　　　　　　　　　　　

S4-1 子宮頸部病変に対する光線力学療法(PDT)によりhigh-risk HPVは消失する.
○堀川　真吾1）2）、坂本　優1）2）、嘉屋　隆介2）、原野　尚美1）2）、鈴木　佳世1）2）、馬屋原　健司1）、

田中　忠夫1）2）、岡本　愛光2）

1）佐々木研究所附属 杏雲堂病院 婦人科、2）東京慈恵会医科大学 産婦人科

S4-2 PDTによる皮膚感染潰瘍治療
○小澤　俊幸

大阪市立大学大学院医学研究科 皮膚病態学
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S4-3 TONS504 mediated photodynamic antimicrobial chemotherapy for the 
treatment of Acanthamoeba keratitis in vivo
○ペルティウィ　ユニアルティデウィア1）2）、近間　泰一郎1）、末岡　健太郎1）、高　知愛1）、

木内　良明1）、小野寺　一3）、坂口　剛正4）

1）広島大学大学院医歯薬保健学研究院統合健康科学部門視覚病態学 (眼科学)、
2）Faculty	of	Medicine	Hasanuddin	University	Indonesia、3）広島大学病院臨床病院、
4）広島大学大学院医歯薬保健学研究科（医）医学講座 ウイルス学

S4-4 歯周治療における抗菌光線力学療法の応用
○青木　章1）、竹内　康雄2）、北中　祐太郎2）、平塚　浩一3）、岩田　隆紀2）

1）東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 歯周病学分野 歯周光線治療学、
2）東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 歯周病学分野、
3）日本大学松戸歯学部 生化学・分子生物学講座

S4-5 犬の感染性外耳炎に対する近赤外線装置を用いた光線力学的抗菌化学療法の試み
○岡本　芳晴1）、東　和生1）、大崎　智弘1）、柄　武志1）、村端　悠介1）、伊藤　典彦3）、今川　智敬1）、

阪田　功4）、小川　信彦2）

1）鳥取大学農学部共同獣医学科、2）東京医研、3）鳥取大学農学部附属動物医療センター、
4）ポルフィリン研究所

シンポジウム5　「PDT・PDDの新応用・新技術」 第1会場（白樺）

15:30～16:45 座長：荒井　恒憲（慶應義塾大学）
 粟津　邦男（大阪大学）　　　　 

S5-1 心筋細胞膜障害発生時間に対する光増感反応の薬剤接触時間依存性
○小川　恵美悠1）、荒井　恒憲2）、菊池　惟子2）、添川　泰大2）、熊谷　寛1）

1）北里大学 医療衛生学部、2）慶應義塾大学 理工学部

S5-2 エリスロポエチンの事前投与はがん細胞特異的にポルフィリン濃度を増強する
○松井　裕史1）、黒川　宏美1）、伊藤　紘2）

1）筑波大学医学医療系、2）鹿児島大学医歯学研究科

S5-3 インプランタブル・ワイヤレス発光デバイスを用いたPDT
○守本　祐司1）、藤枝　俊宣2）

1）防衛医科大学校、2）東京工業大学

S5-4 音響力学的療法によるがん治療　～SDTはPDTを超えられるか～
○小西　良幸1）、堀瀬　友貴1）、前田　真法2）、岡本　淳1）、生田　聡子1）、岡本　芳晴3）、

石井　宏志4）、吉澤　晋5）、梅村　晋一朗6）、祖父尼　淳7）、正宗　賢1）、伊関　洋1）、西山　伸宏8）、
片岡　一則9）、村垣　善浩1）

1）東京女子医科大学 先端生命医科学研究所 先端工学外科、2）Make	Way 合同会社、
3）鳥取大学 農学部 獣医学科、4）東京動物医療センター、5）東北大学大学院 工学研究科、
6）東北大学大学院 医工学研究科、7）東京医科大学 臨床医学系消化器内科学分野、
8）東京工業大学 科学技術創成研究院 化学生命科学研究所、9）東京大学 大学院 工学研究科
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S5-5 末梢小型肺癌に対する新しい経気管支鏡治療の開発
○臼田　実男、井上　達哉、竹ヶ原　京志郎、園川　卓海、松井　琢真、松本　充夫、榎本　豊

日本医科大学大学院

16:45～ 閉会の挨拶 第1会場（白樺）

第29回日本光線力学学会学術講演会　会長
佐藤　俊一（防衛医科大学校防衛医学研究センター　教授）
第15回日本脳神経外科光線力学学会　会長
橋本　直哉（京都府立医科大学脳神経外科学教室　教授）

第2会場（珊瑚）

一般演題4　「脳腫瘍に対する光線力学医療」 第2会場（珊瑚）

10:45～12:00 座長：北井　隆平（福井大学）　　　　
 山口　文雄（日本医科大学）

O4-1 5-ALAがもたらすマクロファージによる免疫応答の解明
○中野　良昭1）、齋藤　健1）、宮岡　亮1）、鈴木　恒平1）、髙松　聖史郎1）、長坂　昌平1）、

酒井　恭平1）、鳥居　里奈1）、野口　祥平1）、田中　徹2）、山本　淳考1）

1）産業医科大学 脳神経外科、2）SBIファーマ株式会社

O4-2 グリオブラストーマ細胞の5-ALA応答不均一性と細胞遊走に関する検討
○藤田　聡1）2）、米田　滉平1）、末　信一朗1）2）、橋本　智哉3）4）、山内　貴寛3）、北井　隆平3）

1）福井大学大学院工学研究科 繊維先端工学専攻、2）福井大学ライフサイエンスイノベーション推進機構、
3）福井大学大学院医学研究科 脳脊髄神経外科、4）福井総合病院 脳神経外科

O4-3 PDTを施行した悪性髄膜腫の1例
○永井　健太1）、秋元　治朗1）2）、深見　真二郎1）、一桝　倫生1）、新井　佑輔1）、河野　道宏1）

1）東京医科大学病院 脳神経外科、2）厚生中央病院

O4-4 Atypical meningiomaに対するPDTの治療経験
○奥田　武司、中尾　剛幸、吉岡　宏真、露口　尚弘、加藤　天美

近畿大学医学部 脳神経外科

O4-5 脳梁浸潤を呈する再発膠芽腫病変に対してPDDと術中CTを用いて合併症なく 
予定の摘出をしえた1例
○山内　貴寛、北井　隆平、芝池　由規、山田　慎太朗、大岩　美都妃、川尻　智士、磯崎　誠、

常俊　顕三、松田　謙、有島　英孝、小寺　俊昭、菊田　健一郎
福井大学医学部 脳脊髄神経外科

O4-6 原発性中枢神経悪性リンパ腫における5-ALA術中蛍光診断の後方視的検討
○武内　勇人、髙橋　義信、立澤　和典、南都　昌孝、山中　巧、梅林　大督、橋本　直哉

京都府立医科大学大学院医学研究科 脳神経外科学
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O4-7 当院での再発悪性神経膠腫に対する光線力学治療の初期経験
○上月　暎浩、石川　栄一、松田　真秀、松村　明

筑波大学医療系 脳神経外科

O4-8 当科の悪性神経膠腫に対する光線力学療法の治療成績と問題点
○矢野　大仁1）、中山　則之1）、大江　直行1）、篠田　淳2）、岩間　亨1）

1）岐阜大学医学部 脳神経外科、2）木沢記念病院・中部療護センター

シンポジウム6　「脳腫瘍のPDD　―これまでとこれから―」 第2会場（珊瑚）

13:35～15:05 座長：黒岩　敏彦（畷生会脳神経外科病院）
 丸山　隆志（東京女子医科大学）　　　　

S6-1 インドシアニングリーン術中蛍光血管撮影を用いた血管芽腫8症例の検討
○矢木　亮吉1）、池田　直廉1）、竹内　孝治1）、平松　亮1）、野々口　直助1）、古瀬　元雅1）、

川端　信司1）、黒岩　敏彦2）、鰐渕　昌彦1）

1）大阪医科大学 脳神経外科・脳血管内治療科、2）畷生会脳神経外科病院

S6-2 共焦点顕微鏡を用いた輝点分析による脳腫瘍の光線力学診断
○米山　猛1）、渡辺　哲陽1）、玉井　翔2）、田中　慎吾2）、宮下　勝吉2）、中田　光俊2）

1）金沢大学理工研究域 機械工学系、2）金沢大学医学系 脳神経外科

S6-3 超音波による脳腫瘍蛍光診断検出感度増強法の試みと機序検討
○山口　文雄1）、樋口　直司2）、朝倉　隆之2）、森田　明夫2）

1）日本医科大学大学院医学研究科 脳神経外科学地域医療システム学講座、
2）日本医科大学大学院医学研究科 脳神経外科学講座

S6-4 術中ナビゲーション手術における病変位置の特定不能例に対する 
5-アミノレブリン酸(5-ALA)の有用性
○黒住　和彦、藤井　謙太郎、亀田　雅博、冨田　祐介、島津　洋介、伊達　勲

岡山大学大学院 脳神経外科

S6-5 悪性脳腫瘍に対する5-アミノレブリン酸を用いた術中蛍光診断における  
問題点克服のための工夫
○池田　直廉1）、川端　信司1）、片山　義英1）、野々口　直助1）、古瀬　元雅1）、矢木　亮吉1）、

吉村　亘平1）、塩山　高広2）、梶本　宜永1）、黒岩　敏彦1）3）、鰐淵　昌彦1）

1）大阪医科大学 脳神経外科・脳血管内治療科、2）日本光電工業株式会社、
3）畷生会脳神経外科病院 脳神経外科

S6-6 初発膠芽腫におけるアミノレブリン酸塩酸塩を用いた術中蛍光診断の有用性と摘出率の変遷
○香川　尚己1）、木嶋　教行1）、木下　学1）、平山　龍一1）、橋本　直哉2）、貴島　晴彦1）

1）大阪大学大学院医学系研究科 脳神経外科学、2）京都府立医科大学大学院医学研究科 脳神経外科学

S6-7 悪性脳腫瘍に対するアミノレブリン酸塩酸塩内用薬による術中蛍光診断の後方視的解析
○小林　啓一1）、齊藤　邦昭1）、島田　大輔1）2）、松本　淑恵1）、清水　早紀1）、飯島　昌平1）2）、

野口　明男1）、柴原　純二3）、塩川　芳昭1）、永根　基雄1）

1）杏林大学医学部 脳神経外科学、2）杏林大学大学院 医学部医学研究科 脳神経外科学、
3）杏林大学医学部 病理学
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シンポジウム7　「脳腫瘍のPDT　アップデート」 第2会場（珊瑚）

15:05～16:20 座長：矢野　大仁（岐阜大学）
 荒川　芳輝（京都大学）

S7-1 膠芽腫幹細胞と分化細胞に対する診断・治療一体型共焦点レーザー顕微鏡を用いた 
5-ALA光線力学治療の基礎実験
○田中　慎吾1）、坂東　寛紀2）、張　光濤1）、渡辺　哲陽2）、米山　猛2）、中田　光俊1）

1）金沢大学 脳神経外科、2）金沢大学 理工研究域 機械工学系

S7-2 PDTシミュレータによる悪性脳腫瘍5-ALA-iPDTにおける光照射条件の解析
○西村　隆宏1）、伊豆元　敦貴1）、間　久直1）、粟津　邦男1）2）3）

1）大阪大学大学院工学研究科、2）大阪大学大学院生命機能研究科、3）大阪大学国際医工情報センター

S7-3 術中光線力学的療法を併用した側頭葉悪性神経膠腫摘出術
○深見　真二郎、秋元　治朗、永井　健太、河野　道宏

東京医科大学 脳神経外科

S7-4 放射線治療後の再発転移性脳腫瘍に対する光線力学的治療の可能性
○大野　誠、宮北　康二、高橋　雅道、成田　善孝

国立がん研究センター中央病院 脳脊髄腫瘍科

S7-5 悪性脳腫瘍に対する光線力学的治療(PDT)の治療成績と課題
○牧野　恭秀、荒川　芳輝、丹治　正大、峰晴　陽平、吉田　和道、片岡　大治、宮本　享

京都大学医学部 脳神経外科

S7-6 World trend of photomedicine for malignant brain tumors ： 
International Photodynamic Association (IPA) 2019総括報告
○秋元　治朗1）2）、深見　真二郎1）、市川　恵1）、原岡　怜1）、永井　健太1）、河野　道宏1）

1）東京医科大学 脳神経外科学分野、2）総合病院厚生中央病院 脳神経外科

JPNS 運営委員会会場（真珠）

8:00～9:00 JPNS運営委員会 真珠


