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日 程 表

11月 28日（日） 11月29日（月） 11月30日（火）
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13:00－13:05　開会挨拶
13:05－14:50　一般口演 -1

PCNSL、画像診断

17:00－18:00　招待講演

Webster Cavenee

18:30－21:00　ウェルカムパーティー
　　　　　　　 （浅間）

20:00－21:30　（理事会）

21:00－23:00　ポスター＆ワイン（千曲）

9:00－9:30　星野賞並びに記念講演

9:30－10:30　30周年記念講演

松谷　雅生

10:30－12:30　シンポジウム
Treatment of Pediatric Brain Tumors: 
Consensus and Controversies

Eric Bouffet
澤村　豊　
柳澤　隆昭

※同時通訳有
12:30－13:30　ランチョンセミナー
Temozolomide in Pediatric Brain Tumors

Eric Bouffet
13:30－14:30　定期総会

14:30－16:15
一般口演 -3

分子遺伝学、
分子生物学

18:30－21:00　懇親会（浅間）

21:00－23:00　ポスター＆ワイン（千曲）

9:00－9:45　一般口演 -5
QOLなど

10:00－11:00　教育セミナー（1）
がん集学的治療の臨床試験デザイン

福田　治彦

11:00－12:00　教育セミナー（2）
分子標的薬の登場ががん薬物療法をどう変えたか？

佐々木　康綱

12:00－13:00　教育セミナー（3）
乳癌脳転移に対する薬物療法の現状

伊藤　良則

13:00－13:05　次期会長挨拶

14:30－16:15
公開セッション（浅間）
悪性脳腫瘍治療の

最前線
若林　俊彦、藤堂　具紀
山中　龍也、齋藤　竜太
秋元　治朗、三島　一彦

15:00－16:45　一般口演 -2

小児脳腫瘍、膠芽腫の治療
16:15－18:00
一般口演 -4

分子標的、
幹細胞

13:05－13:10　閉会挨拶
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《 口 演 》

13：00 ～ 13：05　開会挨拶

埼玉医科大学国際医療センター脳・脊髄腫瘍科　西川　　亮

13：05 ～ 14：50　一般口演 -1　PCNSL，画像診断

座長　大西　丘倫、栗栖　　薫

O-1	 　　大量MTX療法単独による中枢神経原発悪性リンパ腫の初期治療

千葉大学大学院　医学研究院　脳神経外科学　　岩立　康男 

O-2	 　　中枢神経系悪性リンパ腫に対するステロイド及びHD-MTX療法の治療効果の関連と予後解析

  杏林大学　医学部　脳神経外科　　小林　啓一

O-3	 　　中枢神経原発悪性リンパ腫に対する大量メトトレキセート＋全脳照射の長期治療成績

  北海道大学大学院　医学研究科　神経外科　　小林　浩之

O-4	 　　頭蓋内悪性リンパ腫と膠芽腫の鑑別　－高い b値による拡散係数計測の有用性－

  広島大学病院　脳神経外科　　山崎　文之

O-5	 　　Glioma におけるMethionine,	Choline-PET と Perfusion,	Diffusion	MRI の比較検討

  木沢記念病院・中部療護センター　脳神経外科　　竹中　俊介

O-6	 　　T2高輝度領域での glucose/methionine 代謝の非同期性を用いたグリオーマ浸潤の画像化

  大阪大学大学院　医学系研究科　脳神経外科学　　木下　　学

O-7	 　　神経膠腫における複数トレーサーを用いたPET検査の有用性について

  香川大学　医学部　脳神経外科　　三宅　啓介

14：50 ～ 15：00　休憩

15：00 ～ 16：45　一般口演 -2　小児脳腫瘍，膠芽腫の治療

座長　吉峰　俊樹、宮武　伸一

O-8	 　　再発頭蓋内胚腫に対する治療方針

東北大学大学院　神経外科学分野　　金森　政之 

プログラム（第1日目）　11月28日（日）
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O-9	 　　初発の頭蓋内原発胚細胞腫に対する放射線・化学療法第 2相臨床試験

  埼玉医科大学国際医療センター　脳・脊髄腫瘍科　　松谷　雅生

O-10	 　　髄芽腫に対する ICE療法：新たなる階層化因子への期待

  東北大学大学院　神経外科学分野　　隈部　俊宏

O-11	 　　悪性神経膠腫に対するホウ素中性子捕捉療法に関する最近の取り組み

  大阪医科大学　医学部　脳神経外科　　川端　信司

O-12	 　　膠芽腫に対する高線量陽子線照射の予後

  筑波大学　陽子線医学利用研究センター　　坪井　康次

O-13	 　　膠芽腫に対するWT1ペプチドワクチン療法における長期生存例と予後予測因子

  大阪大学大学院　医学系研究科　脳神経外科　　橋本　直哉

O-14	 　　初発膠芽腫に対する Interferon- β	と	Temozolomide 併用療法（INTEGRA	study）の効果

  名古屋大学　医学部　脳神経外科　　夏目　敦至

16：45 ～ 17：00　休憩

17：00 ～ 18：30　招待講演
座長　西川　　亮

共催　中外製薬株式会社
「Tumor Behavior is Driven by Cell-Intrinsic and Cell-Extrinsic Activities of Oncogenic 

Mutations」
Webster K. Cavenee

Ludwig Institute for Cancer Research, University of California San Diego, La Jolla, USA

18：30 ～ 21：00　ウェルカムパーティ

《 ポスターセッション 》

21：00 ～ 21：35　ポスターセッション -1	幹細胞

座長　夏目　敦至

P-1	 　　グリオーマ幹細胞におけるAkt 結合タンパクGirdin による幹細胞性の維持	

名古屋大学　医学部　脳神経外科　　夏目　敦至

P-2	 　　無血清培地で長期培養したグリオーマの遺伝子発現解析	

九州大学大学院　医学研究院　脳神経外科　　吉本　幸司
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P-3	 　　膠芽腫由来腫瘍幹細胞の造腫瘍能と血管新生の関連性

愛媛大学　医学部　医学系研究科　脳神経病態外科学　　井上　明宏

P-4	 　　樹状細胞とグリオーマ幹細胞の融合細胞を用いた免疫療法に関する研究	

東京慈恵会医科大学　脳神経外科　　赤崎　安晴

P-5	 　　グリオーマ幹細胞のMGMT発現およびテモゾロミド感受性に関する検討

山形大学　医学部　脳神経外科　　佐藤　　篤

P-6	 　　ヒトグリオーマ幹細胞の細胞特性解析と薬剤感受性評価

国立病院機構　大阪医療センター　臨床研究センター　再生医療研究室　　金村　米博

P-7	 　　膠芽腫由来がん幹細胞の遺伝子解析と第三世代HSV-1(G47 Δ ) に対する治療感受性

東京大学　医学部　脳神経外科　　高橋　雅道

21：35 ～ 22：20　ポスターセッション -2　5ALA，生化学，浸潤

座長　櫻田　　香

P-8	 　　グリオーマ幹細胞におけるPpIX 排泄能の検討

山口大学　医学部附属病院　脳神経外科　　貞廣　浩和

P-9	 　　5-ALA 投与後の glioma 患者の尿中ポルフィリン測定

北里大学　医学部　脳神経外科　　宇津木　聡

P-10	 　　アミノレブリン酸（5-ALA）による蛍光診断の分子的メカニズム

埼玉医科大学国際医療センター　脳脊髄腫瘍科　　鈴木　智成

P-11	 　　アミノレブリン酸（5-ALA）による脳腫瘍の蛍光機序とMethotrexate の影響について

大阪医科大学　脳神経外科　　矢木　亮吉

P-12	 　　エネルギー代謝がプロトポルフィリン 9産生に与える影響についての検討

山形大学　医学部　脳神経外科　　櫻田　　香

P-13	 　　グリオーマにおけるピルビン酸キナーゼM（PKM）のスプライシング異常

宮城県立がんセンター病院　脳神経外科　　山下　洋二

P-14	 　　Rho-family	GTPase によるグリオブラストーマ浸潤制御

京都大学大学院　生命科学研究科　生体制御学　　平田　英周

P-15	 　　浸潤性グリオーマ動物モデルを用いた浸潤規定因子の検討

岡山大学　大学院　脳神経外科　　大西　　学
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P-16	 　　悪性神経膠腫細胞の遊走と浸潤における cdc42 の役割

富山大学　医学部　脳神経外科　　永井　正一

21：00 ～ 21：30　ポスターセッション -3　遺伝子

座長　石内　勝吾

P-17	 　　Astrocytoma におけるDJ-1 の核内発現の低下と患者予後との関連性について

北里大学　医学部　脳神経外科　　宮島　良輝

P-18	 　　Glioma	における癌抑制遺伝子NDRG2 の発現と分布

宮崎大学　医学部　臨牀神経科学講座　脳神経外科学分野　　横上　聖貴

P-19	 　　ヒト膠芽種における新規腫瘍抑制遺伝子の同定

北海道大学大学院医学研究科　　鴨嶋　雄大

P-20	 　　脳腫瘍における zygote	arrest	1	(ZAR1)	遺伝子の non-promoter 領域のメチル化

日本大学　医学部　脳神経外科　　太田　　隆

P-21	 　　炭素イオン線照射後の神経系腫瘍における網羅的遺伝子発現解析

奈良県立医科大学　放射線腫瘍医学　　長谷川正俊

P-22	 　　Ｘ線と重粒子イオンの悪性グリオーマに対する分子細胞生物学的解析

琉球大学大学院医学研究科脳神経外科　　石内　勝吾

21：30 ～ 22：05　ポスターセッション -4　新規分子，新規治療

座長　市川　智継

P-23	 　　Chk1 阻害剤UCN-01 による、TMZ耐性グリオーマ細胞のテモゾロミド感受性回復効果

足利赤十字病院　脳神経外科　　大場　茂生

P-24	 　　マウス glioblastoma 細胞に対するストレス誘導型セネッセンスとカルニチンとの関係

奈良県立医科大学　脳神経外科　　山田　修一

P-25	 　　グリオーマに対する IFN、TMZの作用機序に関する FCMを用いた解析	

関西医大枚方病院脳神経外科　　大重　英行

P-26	 　　悪性神経膠腫における TMZ、IFN- β、TMZ+IFN- β感受性に対する遺伝子解析

日本大学　医学部　脳神経外科　　吉野　篤緒

P-27	 　　グリオーマの抗癌剤感受性に対する高気圧酸素療法の増強効果

聖マリアンナ医科大学　脳神経外科　　内田　将司
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P-28	 　　腫瘍微小環境における分子標的薬 cilengitide の作用機序	

岡山大学大学院　脳神経外科　　黒住　和彦

P-29	 　　トシリズマブ（ヒト化抗 IL-6 受容体抗体）のグリオーマに対する抗腫瘍効果の検討	

熊本大学　医学部　脳神経外科　　竹崎　達也

22：05 ～ 22：35　ポスターセッション -5　その他の腫瘍

座長　百田　洋之

P-30	 　　エピゲノムの見地からみた髄膜腫の再分類

名古屋大学　医学部　脳神経外科　　岸田　悠吾

P-31	 　　悪性髄膜腫における 17q-22.24 領域の解析

東京医科大学　脳神経外科　　深見真二郎

P-32	 　　髄芽腫の神経細胞分化におけるGli3 の役割及び予後との関連の検討

新潟大学　脳研究所　脳神経外科　　棗田　　学

P-33	 　　髄芽腫症例におけるWNTpathway 活性化の免疫組織学的評価

岐阜大学大学院　医学系研究科　脳神経外科　　大江　直行

P-34	 　　髄芽腫・PNETの分子異常とマウスモデルの開発

名古屋大学　医学部　脳神経外科　　金城　清乃

P-35	 　　脊索腫の分子生物学的特徴

慶應義塾大学　医学部　脳神経外科　　北村　洋平

21：00 ～ 21：45　ポスターセッション -6　免疫，ウィルス

座長　藤堂　具紀

P-36	 　　悪性神経膠腫に対する樹状細胞を基調とした免疫療法とテモゾロマイドとの併用療法

東京慈恵会医科大学　脳神経外科　　赤崎　安晴

P-37	 　　IL13R α 2を標的としたグリオーマに対する武装化Ｔ細胞療法の開発

名古屋大学　医学部　脳神経外科　　岩味健一郎

P-38	 　　悪性神経膠腫に対するSpirulina	LPS を用いた免疫療法

高知大学　医学部　脳神経外科　　川西　　裕

P-39	 　　マウスグリオーマ皮下腫瘍モデルを用いた同種血管内皮細胞ワクチン療法の研究

筑波大学人間総合科学研究科　脳神経外科　　石川　栄一
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P-40	 　　抗腫瘍免疫賦活化ベクターを用いた悪性神経膠腫に対する新規免疫遺伝子治療の開発	

筑波メディカルセンター病院　脳神経外科　　松田　真秀

P-41	 　　グリオーマに対する IL-12 関連サイトカインによる抗腫瘍活性の解析	

日本医科大学　脳神経外科　　足立　好司

P-42	 　　I 型インターフェロン阻害タンパクの同時投与による腫瘍溶解性ウイルス療法の強化

岡山大学大学院　脳神経外科　　吉田　光一

P-43	 　　Cilengitide と vasculostatin の腫瘍微小環境修飾による腫瘍溶解ウイルス療法の増強

岡山大学　大学院　脳神経外科　　藤井謙太郎

P-44	 　　ワクシニアウイルス及び分子標的薬を併用した悪性グリオーマに対する新規治療法の開発

京都大学大学院　医学研究科　脳神経外科　　山口　　真

21：45 ～ 22：30　ポスターセッション -7　分子病態

座長　植木　敬介

P-45	 　　膠芽腫におけるタンパク異常発現パターンの解析

名古屋大学　医学部　脳神経外科　　百田　洋之

P-46	 　　第 7染色体DNAコピー数増加および1p/19q供欠失を示さないグリオーマの臨床像の検討

藤田保健衛生大学　医学部　脳神経外科　　安達　一英

P-47	 　　glioma における -1p/19q、+7	各腫瘍群の放射線学的特徴に関する関連性の解析

藤田保健衛生大学　脳神経外科　　西山　悠也

P-48	 　　神経膠腫再発に伴う分子マーカーの変化と治療抵抗性獲得についての検討

慶應義塾大学　医学部　脳神経外科　　佐々木　光

P-49	 　　グリオーマの遺伝子分子診断と血管新生

筑波メディカルセンター・脳神経外科　　益子　良太

P-50	 　　退形成星細胞腫の分子予後因子

彦根市立病院　脳神経外科　　白畑　充章

P-51	 　　Glioblastoma	with	oligodendroglial	component における遺伝子異常と予後

熊本大学医学部　脳神経外科　　中村　英夫

P-52	 　　Oligo-astrocytic	glioma の分子病態

獨協医科大学医学部脳神経外科・腫瘍センター　　植木　敬介
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P-53	 　　low	grade	glioma の遺伝子解析と治療予後の検討

名古屋大学大学院　医学系研究科　脳神経外科学　　大岡　史治

22：30 ～ 22：50　ポスターセッション -8　IDH1/2

座長　園田　順彦

P-54	 　　変異型 IDH1/2 に対する特異的抗体の開発

山形大学　医学部　分子腫瘍マーカー研究チーム　　加藤　幸成

P-55	 　　IDH1/2	遺伝子変異に基づいたGrade	III	Glioma	の分子生物学的分類

東北大学　医学部　脳神経外科　　柴原　一陽

P-56	 　　神経膠腫における IDH1 遺伝子変異の分析

宮崎大学　医学部　臨床神経科学講座　脳神経外科学分野　　山下　真治

P-57	 　　神経膠腫における IDH1 遺伝子変異と LOHの検討

九州大学大学院　医学研究院　脳神経外科　　溝口　昌弘

21：00 ～ 21：35　ポスターセッション -9　神経膠腫 -1

座長　丸野　元彦

P-58	 　　脳腫瘍病理診断標準化の試み

東京都神経科学総合研究所　臨床神経病理　　小森　隆司

P-59	 　　初発悪性神経膠腫のtemozolomide療法におけるMGMTメチル化定性・定量解析の有用性検討

杏林大学　医学部　脳神経外科　　永根　基雄

P-60	 　　MGMT遺伝子のメチル化の定量的評価による glioblastoma 患者の予後判定の試み

京都大学大学院　医学研究科　脳神経外科学　　鐘本　　学

P-61	 　　「東京脳腫瘍治療懇話会」における多施設共同研究としての glioma 内MGMTmRNA測定

国際医療福祉大学　塩谷病院　脳神経外科　　田中　　聡

P-62	 　　膠芽腫の予後不良因子の検討

愛媛大学　大学院　医学系研究科　脳神経病態外科学　　高野　昌平

P-63	 　　膠芽腫に対する Temozolomide 放射線併用療法の治療成績と予後関連因子の検討

大阪府立成人病センター　脳神経外科　　丸野　元彦

P-64	 　　神経膠芽腫におけるMGMTメチル化の有無と他因子との相関性の評価

横浜市立大学大学院　医学研究科　脳神経外科学教室　　山田　幸子



－ 20－ － 21－

21：35 ～ 22：10　ポスターセッション -10　神経膠腫 -2

座長　中洲　庸子

P-65	 　　髄芽腫に対する新たな集学的治療法への取り組み　－術後早期照射と大量化学療法－

新潟大学脳研究所　脳神経外科　　吉村　淳一

P-66	 　　悪性神経膠腫患者の維持化学療法に伴う諸問題

大阪医科大学　脳神経外科　　嶽北　葉子

P-67	 　　膠芽腫に対する temozolomide と ACNUレジメの治療効果に関する比較研究

京都大学　医学研究科　脳神経外科　　荒川　芳輝

P-68	 　　ACNUから Temozolomide へ変更した悪性神経膠腫患者の予後についての検討	

弘前大学大学院　医学研究科　脳神経外科　　浅野研一郎

P-69	 　　テモゾロミド併用療法は初発膠芽腫予後不良群に対する治療成績を向上させたか

兵庫医科大学　脳神経外科　　森　　鑑二

P-70	 　　当科における膠芽腫に対するテモゾロミド治療の現状

 岐阜大学　大学院医学系研究科　脳神経外科　　矢野　大仁

P-71	 　　膠芽腫に対する化学療法（PAV，テモゾロミド）の治療効果

鹿児島大学　大学院医歯学総合研究科　脳神経外科　　平野　宏文

22：10 ～ 22：30　ポスターセッション -11　神経膠腫 -3

座長　伊東　民雄

P-72	 　　カルボプラチン、エトポシド（CARE）療法が奏功した悪性グリオーマの 4例

神戸大学医学部附属病院　脳神経外科　　中溝　　聡

P-73	 　　1p/19q 共欠失乏突起膠腫治療における放射線治療の役割

千葉県がんセンター　脳神経外科　　井内　俊彦

P-74	 　　再発神経膠芽腫に対する再摘出術の適応について　－NIH	Recurrent	GBM	Scaleを用いて－

中村記念病院　脳神経外科　脳腫瘍センター　　伊東　民雄

P-75	 　　再発悪性神経膠腫に対する Temozolomide 大量療法：7-days-on/7-days-off レジメ

札幌医科大学　医学部　脳神経外科　　南田　善弘



－ 22－ － 23－

21：00 ～ 21：40　ポスターセッション -12　手術

座長　隈部　俊宏

P-76	 　　低磁場術中MRI の有用性（術中MRI 新規導入の観点から）

東京女子医科大学　脳神経外科　　齋藤　太一

P-77	 　　術中MRI 併用脳腫瘍手術におけるWax	Pile	Method

東京慈恵会医科大学附属柏病院　脳神経外科　　田中　俊英

P-78	 　　手術ナビゲーションと神経内視鏡を用いた脳腫瘍生検術の確実性と安全性

藤田保健衛生大学　医学部　脳神経外科学　　長久　伸也

P-79	 　　ナビゲーションシステムを用いたグリオーマ手術の工夫

山梨大学　医学部　脳神経外科　　佐藤　英治

P-80	 　　ずれにくいマーカーを使用したニューロナビゲーター支援下神経膠腫摘出術

国立病院機構　大阪医療センター　脳神経外科　　埜中　正博

P-81	 　　グリオーマ手術における術前PET所見と術中蛍光診断との相関性に関する検討

北海道大学　医学研究科　神経外科　　山口　　秀

P-82	 　　錐体路近傍神経膠腫に対する diffusion	tensor	imaged	fiber	tractography の有用性

愛媛大学　大学院　脳神経病態外科学　　大上　史朗

P-83	 　　脳腫瘍に対する覚醒下摘出手術 200 例の手術成績

東京女子医科大学　脳神経外科　　丸山　隆志

21：40 ～ 22：10　ポスターセッション -13　画像診断 -1

座長　三宅　啓介

P-84	 　　頭蓋内腫瘍における FDG、メチオニン -PET の有用性

熊本大学　医学部付属病院　脳神経外科　　坪田　誠之

P-85	 　　Dynamic	11 C-Methionine-PET による脳腫瘍の評価

木沢記念病院　中部療護センター　　秋　　達樹

P-86	 　　WT1 免疫療法効果判定における11 C-methionine	PET の新たな解析法

大阪大学大学院　医学系研究科　脳神経外科学　千葉　泰良

P-87	 　　神経膠腫における微小血管発現とMET-PET 検査の関係について

香川大学　医学部　脳神経外科　　四宮　あや



－ 22－ － 23－

P-88	 　　テモゾロミド投与におけるプロトンMRSの有用性

聖マリアンナ医科大学　脳神経外科　　吉田　泰之

P-89	 　　グリオーマにおけるMR	spectroscopy によるmyo-inositol 測定の臨床的意義の検討

広島大学大学院　医歯薬学総合研究科　脳神経外科　　渡邊　陽佑

22：10 ～ 22：35　ポスターセッション -14　画像診断 -2

座長　別府　高明

P-90	 　　磁化率強調画像を用いた悪性リンパ腫、膠芽腫、転移性腫瘍の鑑別診断

兵庫医科大学　脳神経外科　　森　　鑑二

P-91	 　　CT及びMR	perfusion を用いた中枢神経系悪性リンパ腫と悪性神経膠腫の術前鑑別

杏林大学　医学部　脳神経外科　　田中　雅樹

P-92	 　　3	Tesla	proton	MRSによるGBMとmetastatic	brain	tumor の鑑別

山梨大学　医学部　脳神経外科　　川瀧　智之

P-93	 　　Glioma	における Perfusion	CT の検討

広島大学　医歯薬学総合研究科　脳神経外科　　梶原　佳則

P-94	 　　関心領域の違いがCT	pefusion	imaging に与える影響

岩手医科大学　脳神経外科　　別府　高明



－ 24－ － 25－

《 口 演 》

9：00 ～ 9：30　星野賞授賞式・記念公演

星野賞事務局　永根　基雄

9：30 ～ 10：30　30 周年記念講演
座長　生塩　之敬

共催　　　東レ株式会社
第一三共株式会社

「成人大脳 Astrocytic Tumor の病態と治療戦術：腫瘍自然史と戦訓よりの分析」
松谷　雅生

埼玉医科大学国際医療センター

10：30 ～ 12：30　シンポジウム
座長　松谷　雅生

共催　MSD 株式会社
「Treatment of Pediatric Brain Tumors：Consensus and Controversies」

１．Pilocytic astrocytoma 
 　　Surgery

さわむら脳神経クリニック　　澤村　　豊 

 　　Role of chemotherapy and radiotherapy

埼玉医科大学国際医療センター　　柳澤　隆昭 

2. Diffuse pontine glioma: Recent advances

University of Toronto, The Hospital for Sick Children, Toronto, Canada　　Eric Bouffet 

3. Ependymoma
 　　Surgery

さわむら脳神経クリニック　　澤村　　豊 

 　　Role of chemotherapy and radiotherapy

University of Toronto, The Hospital for Sick Children, Toronto, Canada　　Eric Bouffet 

プログラム（第2日目）　11月29日（月）



－ 24－ － 25－

12：30 ～ 13：30　ランチョンセミナー
座長　若林　俊彦

共催　MSD 株式会社
「Temozolomide in pediatric brain tumors」

Eric Bouffet
University of Toronto, The Hospital for Sick Children, Toronto, Canada

13：30 ～ 14：30　定期総会

14：30 ～ 16：15　一般口演 -3　分子遺伝学，分子生物学

座長　廣瀬　雄一、永根　基雄

O-15 　　中枢神経系胚細胞腫瘍の microRNA 発現プロファイル解析

ベイラー医科大学　テキサス小児がんセンター　　寺島　慶太 

O-16 　　乏突起膠腫における microRNA 発現プロファイル

  九州大学大学院　医学研究院　脳神経外科　　官　　彦雷

O-17 　　グリオーマに発現する MicroRNA-222 は新規診断法と治療法開発に有用である

  慶應義塾大学　医学部　先端医科学研究所　細胞情報研究部門　　植田　　良

O-18 　　悪性グリオーマにおける IDH 遺伝子変異と染色体 1p19qLOH および p53 変異の関連とその意義

  東京大学　医学部　脳神経外科　　高柳　俊作

O-19 　　遺伝子解析に基づいた膠芽腫の病型分類　－予後予測因子としての有用性－

  東北大学　医学部　脳神経外科　　園田　順彦

O-20 　　初発膠芽腫に対する免疫組織染色を用いた GBM subtype analysis とその予後検討

  名古屋大学　医学部　脳神経外科　　本村　和也

O-21 　　悪性神経膠腫における変異型 EGF 受容体に対する分子標的療法とその治療耐性獲得機構

  東京大学　医学部　脳神経外科　　武笠　晃丈

16：15 ～ 18：00　一般口演 -4　分子標的，幹細胞

座長　難波　宏樹、北中　千史

O-22 　　血管新生抑制療法の標的となる膠芽腫血管内皮細胞に特異的血管新生因子

筑波大学　臨床医学系　脳神経外科　　高野　晋吾 

O-23 　　Fanconi anemia 修復経路を分子標的とした TMZ または ACNU の増感効果の検討

  京都大学　原子炉実験所　粒子線腫瘍学　　近藤　夏子



－ 26－ － 27－

O-24 　　PARP1 阻害による、non-oncogene addiction をターゲットとした悪性グリオーマ治療

東京女子医科大学　脳神経外科　　新田　雅之

O-25 　　in vitro、in vivo における悪性神経膠腫へのマウス iPS 細胞の移動能の基礎評価

浜松医科大学　脳神経外科　　小泉慎一郎

O-26 　　新規脳腫瘍幹細胞マーカー（BTSC4）が悪性神経膠腫の浸潤能へ及ぼす影響

大阪大学　大学院　医学系研究科　脳神経外科　　木嶋　教行

O-27 　　G-quadruplex 安定化剤 , Telomestatin による新たなグリオーマ幹細胞標的療法の実現性

島根大学　医学部　脳神経外科　　宮嵜　健史

O-28 　　Neural stem cell-based dual suicide gene delivery for metastastic brain tumors

名古屋大学　医学部　脳神経外科　　王　　　川

14：30 ～ 16：15　公開セッション
座長　淺井　昭雄

有田　憲生
協賛　アフラック（アメリカンファミリー生命保険会社）

NPO 法人ゴールドリボン・ネットワーク
「悪性脳腫瘍治療の最前線」

1. 　　悪性脳腫瘍の遺伝子治療

名古屋大学大学院医学系研究科脳神経外科学　　若林　俊彦

2. 　　悪性脳腫瘍のウィルス療法

東京大学医学部附属病院トランスレーショナルリサーチセンター　　藤堂　具紀

3. 　　悪性脳腫瘍の免疫療法

京都府立医科大学医学部大学院保健看護学研究科　　山中　龍也

休憩

4. 　　脳腫瘍への有効な薬剤送達技術：コンベクション・エンハンスト・デリバリー

東北大学大学院医学系研究科神経外科学　　齋藤　竜太

5. 　　悪性脳腫瘍に対する光線力学的療法

東京医科大学脳神経外科　　秋元　治朗

6. 　　分子標的薬

埼玉医科大学国際医療センター脳・脊髄腫瘍科　　三島　一彦



－ 26－ － 27－

18：30 ～ 21：00　懇親会

《 ポスターセッション 》

21：00 ～ 21：30　ポスターセッション -15　放射線治療

座長　池田　　潤

P-95 　　Malignant glioma に対する IMRT におけるメチオニン PET による Target Definition

木沢記念病院　放射線治療科　　松尾　政之

P-96 　　グリオーマに対する高精度放射線治療の可能性

医療法人社団北腎会　脳神経・放射線科クリニック　　池田　　潤

P-97 　　再発悪性神経膠腫のガンマナイフ治療におけるメチオニン PET の有用性 

東京医科歯科大学　医学部附属病院　脳神経外科　　成相　　直

P-98 　　Glioblastoma に対するサイバーナイフ定位放射線治療

山口大学　医学部　脳神経外科　　梶原　浩司

P-99 　　膠芽腫に対するサイバーナイフによる術後低分割定位的放射線療法

がん・感染症センター　都立駒込病院　脳神経外科　　田部井勇助

P-100 　　頭蓋底脊索腫に対する定位放射線外科治療の役割

東京大学　医学部　脳神経外科　　甲賀　智之

21：30 ～ 22：00　ポスターセッション -16　新規治療

座長　泉本　修一

P-101 　　脳腫瘍幹細胞・グリオーマ共通抗原の発現および機能解析 

慶應義塾大学　医学部　脳神経外科　　戸田　正博

P-102 　　再発悪性神経膠腫に対する樹状細胞ワクチン療法

信州大学　医学部　脳神経外科　　酒井　圭一

P-103 　　初発膠芽腫に対する放射線併用自家腫瘍ワクチン治療の phaseI/IIa 臨床研究

東京女子医科大学大学院　先端生命医科学研究所　先端工学外科学分野／脳神経外科　　村垣　善浩

P-104 　　HUVEC ワクチン療法による抗腫瘍新生血管療法の治療成績

東京大学　医学部　脳神経外科　　田中　　実



－ 28－ － 29－

P-105 　　再発成人 CNS PNET に対する WT1 免疫療法の試み

兵庫医科大学　脳神経外科　　泉本　修一

P-106 　　再発膠芽腫に対する GSK3 β阻害薬剤を使用した第 I/II 相臨床試験

金沢大学　脳神経外科　　中田　光俊

22：00 ～ 22：45　ポスターセッション -17　転移，脳室腫瘍，高次機能

座長　藤巻　高光

P-107 　　卵巣癌脳転移に対するガンマナイフ治療

日本大学　医学部　脳神経外科　　荻野　暁義

P-108 　　固形癌髄腔内播種に対する原発巣に応じた集学的治療

県立静岡がんセンター　脳神経外科　　三矢　幸一

P-109 　　HER-2 陽性乳がんに対する分子標的薬と脳転移の関連性 

北里大学　医学部　脳神経外科　　萩原　宏之

P-110 　　転移性脳腫瘍における Tl-SPECT と MRI の融合画像を用いた viability の評価

和歌山県立医科大学　脳神経外科　　藤田　浩二

P-111 　　第４脳室内腫瘍摘出術中における術中高血圧 / 頻脈発症機序についての検討

山口大学　医学部　脳神経外科　　出口　　誠

P-112 　　側脳室体部腫瘍切除における脳弓損傷

新潟大学　脳研究所　脳神経外科　　宇塚　岳夫

P-113 　　脳腫瘍手術でのマクロ写真を用いた手術記録の有用性について

茅ヶ崎市立病院　脳神経外科　　馬渕　一樹

P-114 　　術後に失語症状を遷延した小児視床膠芽腫の２例

岐阜大学　脳神経外科　　中山　則之

P-115 　　脳梁浸潤を伴う前頭葉 glioma 摘出後の performance status の変化

東京女子医科大学　脳神経外科　　谷野　絵美

21：00 ～ 21：55　ポスターセッション -18　PCNSL

座長　原田　広信

P-116 　　中枢神経原発悪性リンパ腫患者における血清中可溶性インターロイキン２受容体値の検討

香川大学　医学部　脳神経外科　　岡田　真樹
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P-117 　　頭蓋内悪性リンパ腫における髄液中 IL-10 と Bcl-2 発現・予後との関連

神戸大学大学院　医学研究科　脳神経外科　　篠山　隆司

P-118 　　中枢神経系悪性リンパ腫の術前診断に有用な検査法は何か　－膠芽腫との比較より－

愛媛大学大学院　医学系研究科　脳神経病態外科学　　原田　広信

P-119 　　当施設の中枢神経原発悪性リンパ腫の治療戦略と治療成績

田附興風会　北野病院　脳神経外科　　河鰭　憲幸

P-120 　　中枢神経原発悪性リンパ腫に対する放射線照射を留保する治療方針

県立静岡がんセンター　脳神経外科　　中洲　庸子

P-121 　　中枢神経系悪性リンパ腫に対する HD-MTX/ESHAP 療法による生存期間延長

横浜市立大学　医学部　脳神経外科　　菅野　　洋

P-122 　　悪性リンパ腫における髄腔内化学療法併用下 R-CHOP 療法の治療成績

大分大学　脳神経外科　　籾井　泰朋

P-123 　　PCNSL における High Dose Methotrexate（HD-MTX）療法の投与回数による治療効果の検討

国立がん研究センター中央病院　脳脊髄腫瘍科　　沖田　典子

P-124 　　中枢神経原発リンパ腫に対する個別化治療戦略

岡山大学大学院　脳神経外科　　市川　智継

P-125 　　再発中枢神経原発悪性リンパ腫に対するガンマナイフ治療

中村記念病院　脳神経外科　脳腫瘍センター　　及川　光照

P-126 　　二次性脳内悪性リンパ腫の治療成績の検討

熊本大学　医学部　脳神経外科　　牧野　敬史

21：55 ～ 22：45　ポスターセッション -19　症例報告 -1

座長　三島　一彦

P-127 　　ダウン症候群児の後頭蓋窩硬膜から発生した原発性卵黄嚢腫瘍の 1 症例

北海道大学　医学研究科　神経外科　　遠藤　将吾

P-128 　　Neurofibromatosis type1 に合併した germinoma の 1 例

亀田総合病院　腫瘍内科　　名倉　功二

P-129 　　多発性硬化症として治療経過中に松果体腫瘍の出現をみとめた germinoma の 1 例

群馬大学　医学部　脳神経外科　　堀口　桂志
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P-130 　　原発性胸髄内 germinoma の 1 例

長崎大学病院 脳神経外科　　馬場　史郎

P-131 　　鞍上部・松果体部 Germinoma 治療後に Secondary Parkinsonism を呈した 1 例

山形大学　医学部　脳神経外科　　菊地　善彰

P-132 　　自己免疫性リンパ球増多症候群に生じた退形成神経膠腫の若年症例

金沢大学　脳神経外科　　喜多　大輔

P-133 　　Erdheim-Chester Disaese に合併した多発性脳腫瘍の 1 例

 国立病院機構　東広島医療センター　脳神経外科　　日高　敏和

P-134 　　Moyamoya 血管を伴った頭蓋咽頭腫悪性転化の 1 症例

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科病態解析制御学講座神経病態制御外科学　　氏福　健太

P-135 　　同時多発性脳内出血で発症した転移性脳腫瘍の 1 例

日本大学　医学部　脳神経外科学系　神経外科学分野　　木村　重吉

P-136 　　卵巣原発転移性脳腫瘍から術後癌性髄膜炎を来たし治療に難渋した 1 例

川崎市立川崎病院　脳神経外科 　　片山　　真

21：00 ～ 22：00　ポスターセッション -20　小児

座長　杉山　一彦

P-137 　　若年成人に発症した脳腫瘍に対して小児型治療を施行した 3 症例の報告

静岡県立静岡がんセンター　小児科　　石田　裕二

P-138 　　再発小児悪性脳腫瘍に対する経口エトポシド療法の治療成績

久我山病院　脳神経外科　　新田　勇介

P-139 　　髄芽腫の再発・播種における画像診断と集学的治療

秋田大学大学院　脳神経外科　　笹嶋　寿郎

P-140 　　髄芽腫 average risk 群に対する CDDP+CPA+VCR 療法　－ 2 症例の治療経験－

杏林大学　医学部　脳神経外科　　福田　　信

P-141 　　髄芽腫治療の展望：京都大学での症例検討より

京都大学　医学部附属病院　脳神経外科　　福井　伸行

P-142 　　後頭蓋窩上衣腫に対する集学的治療とその臨床分析

千葉県こども病院　脳神経外科　　宮川　　正
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P-143 　　頭蓋内非胚腫性胚細胞系腫瘍における腫瘍マーカー値の経時的変化と予後との相関

東北大学大学院神経外科学分野　　川口　泰洋

P-144 　　化学療法を併用した減量放射線治療は germinoma 経験者の QOL を改善しつつある

広島大学大学院　医歯薬学総合研究科　脳神経外科　　杉山　一彦

P-145 　　当院における頭蓋内胚細胞腫の診断と治療成績

大阪大学大学院　医学系研究科　脳神経外科　　香川　尚己

P-146 　　大脳基底核 germinoma の診断と治療　－当施設 30 年の経験から－

名古屋大学大学院　医学系研究科　脳神経外科　　藤井　正純

P-147 　　Atypical Teratoid / Rhabdoid Tumor：日本全国調査最終報告

北里大学　医学部　脳神経外科学　　岡　　秀宏

P-148 　　「小児脳腫瘍看護における考察」　－脳腫瘍患児、家族に関わる看護師の気持ち－

埼玉医科大学 国際医療センター　　大内　道晴

22：00 ～ 22：30　ポスターセッション -21　髄膜腫他

座長　高野　晋吾

P-149 　　放射線誘発性髄膜腫の臨床的特徴

熊本大学大学院　脳神経外科　　矢野　茂敏

P-150 　　悪性髄膜腫における臨床成績と治療戦略

秋田大学　大学院　脳神経外科　　高橋　和孝

P-151 　　無症候性髄膜腫と症候性髄膜腫の成長の違い

草津総合病院　脳腫瘍治療科　　中洲　　敏

P-152 　　WHO grade II 髄膜腫の治療成績

北海道大学　医学研究科　神経外科　　寺坂　俊介

P-153 　　中枢性神経細胞腫の血管新生

筑波大学　臨床医学系　脳神経外科　　高野　晋吾

P-154 　　てんかん発症の脳腫瘍術後発作予後と抗てんかん剤投与期間の検討

東京女子医科大学　先端生命医科学研究所　先端工学外科　　生田　聡子
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21：00 ～ 21：35　ポスターセッション -22　神経膠腫 -4

座長　武笠　晃丈

P-155 　　当科における高齢者神経膠芽腫の治療成績

山形大学　医学部　脳神経外科　　松田憲一朗

P-156 　　当センターにおける高齢者悪性神経膠腫の治療成績

独立行政法人　国立国際医療研究センター　脳神経外科　　岡本幸一郎

P-157 　　高齢者 glioblastoma に対する放射線治療・temozolomide 併用療法

東京大学　医学部　脳神経外科　　齊藤　邦昭

P-158 　　機能温存と有害事象の低減を目的とした高齢者神経膠芽腫に対する治療経験

横浜市立大学大学院　医学研究科　脳神経外科学　　立石　健祐

P-159 　　高齢膠芽腫症例に対する放射線治療とその問題点

新潟大学　脳研究所　脳神経外科　　青木　　洋

P-160 　　テモゾロミド投与に伴う B 型肝炎ウイルスの再活性化：症例報告とその対策

大阪大学大学院　医学系研究科　脳神経外科学　　藤本　康倫

P-161 　　テモゾロミド加療中にサイトメガロウイルス感染症を来した 2 症例 

長崎大学　医学部　脳神経外科　　鎌田　健作

21：35 ～ 22：05　ポスターセッション -23　神経膠腫 -5

座長　菱井　誠人

P-162 　　膠芽腫の早期診断・早期治療は可能か？

順天堂大学医学部付属　練馬病院　脳神経外科　　菱井　誠人

P-163 　　20 年以上生存の長期 glioma 患者の経過について　－ Glioma は治癒するか－

国立がん研究センター　中央病院　脳脊髄腫瘍科　　成田　善孝

P-164 　　視床・基底核部膠芽腫の臨床的特徴

熊本大学　医学部　脳神経外科　　秀　拓一郎

P-165 　　グリオーマ細胞に対する抗てんかん薬バルプロ酸による抗腫瘍免疫の増強効果の検討

神奈川県立がんセンター　脳神経外科　　佐藤　秀光

P-166 　　Grade2 glioma に対する予後因子、悪性転化因子の検討

横浜市立大学医学部附属病院　脳神経外科　　善積　哲也
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P-167 　　当院における小脳 diffuse astrocytoma（grade 2）の検討

神戸大学　医学部　脳神経外科　　田中　宏知

22：05 ～ 22：40　ポスターセッション -24　神経膠腫 -6 

座長　青木　友和

P-168 　　再発悪性神経膠腫に対する Bevacizumab（抗 VEGF 抗体）の臨床経験

田附興風会　北野病院　脳神経外科　　青木　友和

P-169 　　再発悪性神経膠腫に対するベバシツマブ単独療法　－治療効果と予測因子－

杏林大学　医学部　脳神経外科　　永根　基雄

P-170 　　脳放射線壊死に対するベバシズマブの使用経験

木沢記念病院・中部療護センター　脳神経外科　　三輪　和弘

P-171 　　ベバシズマブ治療後の脳放射線壊死の再発

大阪医科大学　医学部　脳神経外科　　古瀬　元雅

P-172 　　「脳放射線壊死に対するベバシズマブの静脈内投与」の高度医療申請

大阪医科大学　医学部　脳神経外科　　宮武　伸一

P-173 　　放射線壊死組織におけるエリスロポイエチンの病態生理学的役割

財団法人田附興風会医学研究所北野病院　脳神経外科　　野々口直助

P-174 　　放射線誘導性神経膠腫の臨床経過の検討

国立がん研究センター　中央病院　脳脊髄腫瘍科　　大野　　誠

21：00 ～ 21：45　ポスターセッション -25　症例報告 -2

座長　秋元　治朗

P-175 　　Lhermitte-Duclos 病を呈した Cowden 病の臨床病理像

東京医科大学　医学部　脳神経外科　　秋元　治朗

P-176 　　第三脳室に発生した Tanycytic ependymoma の 1 例

帯広厚生病院　脳神経外科　　秋山　幸功

P-177 　　V-P shunt 後に頭蓋外転移を来した spongioblastoma 様組織像を呈する神経膠腫の一剖検例

国立がん研究センター中央病院　病理科　　福島慎太郎

P-178 　　画像と病理所見から多中心性神経膠腫と診断した 1 例

北海道大学大学院　医学研究科　神経外科　　茂木　洋晃
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P-179 　　頭蓋内退形成性上衣腫の治療：テモゾロミド初発プロトコールを施行した一成人例

和歌山県立医科大学　医学部　脳神経外科　　深井　順也

P-180 　　皮下再発をきたした退形成性上衣腫の 1 例

京都大学　医学部　脳神経外科　　上羽　佑亮

P-181 　　初発膠芽腫 TMZ 治療中に対側に再発をきたし、定位照射追加が有効であった１例

聖隷浜松病院　脳神経外科　　稲永　親憲

P-182 　　脳幹に発生した gliblastoma の小児例

札幌医科大学　医学部　脳神経外科　　鰐渕　昌彦

P-183 　　脳神経孔に浸潤した稀少な小脳橋角部髄芽腫の 1 例

兵庫県立こども病院　脳神経外科　　河村　淳史

21：45 ～ 22：35　ポスターセッション -26　症例報告 -3

座長　松原　年生

P-184 　　Secondary gliosarcoma の臨床病理学的検討

中村記念病院　脳神経外科　脳腫瘍センター　　杉尾　啓徳

P-185 　　神経膠芽腫の再手術例　－再発？　放射線壊死？　それとも pseudoprogression ？－

東京慈恵会医科大学附属柏病院　脳神経外科　　荒井　隆雄

P-186 　　成人後頭葉に発生し急速に進行した atypical teratoid/rhabdoid tumor（AT/RT）

産業医科大学　脳神経外科　　山本　淳考

P-187 　　視交叉に発生した、ganglioglioma の 1 例

国際親善総合病院　脳神経外科　　谷崎　義徳

P-188 　　側頭葉に発症した Pilocytic Astrocytoma の 1 例 

昭和大学藤が丘病院　脳神経外科　　今泉　陽一

P-189 　　上衣細胞への分化を示した high grade neuroepitheiral tumor の 1 例

長崎大学　医学部　脳神経外科　　豊田　啓介

P-190 　　化学療法後に腫瘍全摘が可能となった先天性脳腫瘍の 1 例

埼玉医科大学国際医療センター　脳脊髄腫瘍科　小児脳脊髄腫瘍部門　　福岡　講平

P-191 　　小児末梢性 PNET の 1 例

福井赤十字病院　脳神経外科　　織田　　雅
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P-192 　　L1/2 硬膜外 peripheral primitive neuroectodermal tumor / Ewing tumor の 1 例

 三重大学　医学部　脳神経外科　　松原　年生

P-193 　　中間型松果体実質腫瘍の 3 例 

中村記念病院　脳神経外科　脳腫瘍センター　　佐藤　憲市
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《 口 演 》

9：00 ～ 9：45　一般口演 -5　QOLなど

座長　隈部　俊宏

O-29	 　　脳腫瘍を持つ子どもの健康関連QOL	測定：自己評価と保護者評価それぞれへの影響要因

東京大学大学院　医学系研究科　健康科学・看護学専攻　家族看護学分野　　佐藤　伊織 

O-30	 　　勤務施設や専門性による悪性神経膠腫患者への告知の違いについて

  大阪大学　大学院　医学系研究科　脳神経外科学　　山本　福子

O-31	 　　悪性脳腫瘍患者における化学療法後の不妊症と精子保存の現状について

  国立がん研究センター　中央病院　脳脊髄腫瘍科　　宮北　康二

9：45 ～ 10：00　休憩

10：00 ～ 11：00　教育セミナー 1
座長　澁井壯一郎

共催　小林メディカル株式会社
SBI アラプロモ株式会社

	 　　がん集学的治療の臨床試験デザイン

国立がん研究センターがん対策情報センター　　　　　　　
多施設臨床試験・診療支援部　部長，JCOG データセンター長　　福田　治彦

11：00 ～ 12：00　教育セミナー 2
座長　竹島　秀雄

共催　小野薬品工業株式会社

	 　　分子標的薬の登場ががん薬物療法をどう変えたか？

埼玉医科大学国際医療センター　腫瘍内科　教授　　佐々木康綱

12：00 ～ 13：00　教育セミナー 3
座長　倉津　純一

共催　グラクソ・スミスクライン株式会社

	 　　乳癌脳転移に対する薬物療法の現状

癌研究会有明病院　化学療法科　乳癌担当部長　　伊藤　良則

プログラム（第3日目）　11月30日（火）
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13：00 ～ 13：05　次期会長挨拶

第 29回日本脳腫瘍学会会長　若林　俊彦

13：05 ～ 13：10　閉会挨拶

第 28回日本脳腫瘍学会会長　西川　　亮
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