
第 10 回がんワクチン療法研究会（AsCaVaTh）学術集会 

テーマ  がんワクチン：適応の最適解を探る 

【プログラム】 

13:30-13:35 開会挨拶  大野忠夫（セルメディシン、第 10回総会会長） 

13:35-14:15 会長講演 （ 座長：村垣善浩、東京女子医大） 

     症例蓄積から学んだ自家がんワクチンの適応  

大野 忠夫 （セルメディシン） 

14:15-14:51 セッション１：がんワクチン療法実施上の課題 

（ 座長：座長：三好立、銀座並木通りクリニック ） 

１． 初発神経膠芽腫に対する自家腫瘍ワクチン治療による長期生存例の検討 

新田雅之 1)、丸山隆志 1) 2)、村垣善浩 2) 、石川栄一 3) 、齋藤太一 1)、生田聡子 2) 、 

大野忠夫 4) 、伊関 洋 2) 、岡田芳和 1) 
1)東東京女子医科大学 脳神経外科、2)東京女子医科大学大学院 先端生命医科学研究所 
3)筑波大学医学医療系脳神経外科、4)セルメディシン 

２． 当院における自家がんワクチンの施行症例の再検討 

小池直人、眞﨑義隆 

聖隷佐倉市民病院・外科 

３． 脳内徐放剤留置と自家腫瘍ワクチン併用により著明な縮小を得た再発悪性神経膠   

腫の１例 

石川栄一、松田真秀、中井 啓、坂本 規影、山本哲哉、松村 明 

筑波大学医学医療系・脳神経外科 

14:51-15:05 総会  村垣善浩（東京女子医科大学、研究会会長） 

15:05-15:25 コーヒーブレイク 

15:25-16:15   教育講演        （ 座長：大野忠夫、セルメディシン） 

◇  泌尿器がんに対するペプチドワクチン療法 

植村 天受 （近畿大・医・泌尿器科） 

16:15-17:15 セッション２：がんワクチン療法における著効例の検討 

（ 座長：小池直人、聖隷佐倉市民病院） 

４． AFTV著効例について 

倉西文仁、小川敬之、小川喜輝 

因島医師会病院・外科 

５． Stage IIIB 直腸がん術後異時多臓器転移癌に対して手術・陽子線・自家がん 

 ワクチンが奏功した一例 

轟 健 1）、奥村敏之２） 

1）ふる里クリニック、2）筑波大学・放射線腫瘍科 
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６． 肝硬変合併肝細胞癌例に対し自家がんワクチンを使用した１例 

川嶋一成 1)、松岡康夫 1)、藤瀬清隆 2)、酒井英樹 3)、高橋真理 4)、吉川聡明 4)、 

中面哲也 4)  
1)光ヶ丘診療所 2)ふじせ内科クリニック 3)柏市立柏病院 消化器内科 4)国立がん研究 

センター早期・探索臨床研究センター 

７． A case of recurrent primary peritoneal serous carcinoma, completely responded  

  to autologous formalin-fixed tumor vaccine in combination with chemotherapy 

陳 瑞東 

陳瑞東クリニック 

８． 自家がんワクチンと放射線照射併用により根治し得たと推察された肺腺癌の１例 

三好 立、岡田里香、片岡達治 

銀座並木通りクリニック 

 

17:15-17:30 コーヒーブレイク 

 

17:30-17:54 セッション３：がんワクチン療法の治験に向けて 

（ 座長：中本安成、福井大） 

９． 腫瘍内 ERO1-α発現と自家がんワクチン療法の効果について 

田中 努 1) 2)、柄 武志 3)、大﨑智弘 3)、東 和生 3)、伊藤典彦 3)、今川智敬 3)、岡本芳晴 3） 
1) 山口大大学院連合獣医学研究科、2)札幌医科大学第一病理学講座、 3)鳥取大学獣医 

１０． 初発神経膠芽腫に対する放射線化学療法および自家腫瘍ワクチンを用いた多施設 

共同臨床試験について 

丸山隆志 1) 2)、新田雅之 1)、村垣善浩 2) 、石川栄一 3) 、齋藤太一 1)、 

生田聡子 2) 、大野忠夫 4) 、伊関 洋 2) 、岡田芳和 1) 
1)東東京女子医科大学 脳神経外科、2)東京女子医科大学大学院 先端生命医科学研究所 
3)筑波大学医学医療系脳神経外科、4)セルメディシン 

 

17:54-18:44 特別講演 （ 座長：阿部竜也、大分大） 

  ◇ がんワクチンの挑戦 

     本間 定（東京慈恵医大・DNA医学研究所） 

 

18:44-18:55 研究会会長挨拶  村垣善浩（東京女子医科大学、研究会会長） 

  次期総会会長挨拶  丸山隆志（東京女子医科大学、第 11回総会会長） 

 

  閉会挨拶  坪井 康次（筑波大学） 

18:55-19:00 集合写真 

19:00-  懇親会 (学術集会会場隣室) 
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参 加 者 へ の 御 案 内 

１． 会  長：大野忠夫（セルメディシン株式会社 代表取締役） 

２． 期  日：2013年 11月 9日（土）13：30- 

３． 会  場：フクラシア東京ステーション６Ｂ 

  東京都千代田区大手町 2-6-1 朝日生命大手町ビル６階  

東京駅・大手町駅 B6出口直結 

東京駅日本橋口より徒歩１分 

 

４． 受  付：１３：００より 会場前にて行います。 

５． 参 加 費：２，０００円  

※名札ならびにプログラム抄録集をお渡しいたします。 

６． 懇親会：講演終了後に立食の意見交換会を予定しております。 

懇親会費：１，０００円 

   会 場：フクラシア東京ステーション 6C 

   時 間：19：00（講演終了後）〜 20：30（予定） 

７． 関連集会：運営委員会 9日（土）12：30～13：15 フクラシア東京ステーション 6E 会議室 

 

【座長の先生方へ】 
１） 時間厳守の大会運営にご協力下さい。 

 

【演者の先生方へ】 
１） 講演時間は、一般演題  発表： 10 分・討論 2 分、教育講演  発表： 40 分・討論 10 分、 

 特別講演 発表：40分・討論 10分です。時間厳守でお願いします。 

２） 演者の先生方に各自のノートパソコン持ち込みでの発表をお願いします． 

パソコンの持ち込みが困難な先生のために， Windows 7，Microsoft Power Point 2010および Mac OS X, 

Microsoft office for mac 2011 がインストールされたパソコンを準備しています． 

３） データを持ち込む場合、USB メモリでデータをご持参の上，発表の 30分前までに受付に提出をお願いしま

す． 

４） 但し，スライド上での図の位置ずれや動画の再生等，問題が生じる可能性がありますのでご了承下さい．  

 

【討論者の方々へ】 
１） 討論者は座長の許可を得た上で、所属・氏名を明確に述べ、討論を簡潔に進めて下さい。 

２） 討論にはプロジェクターを用いないで下さい。 

             

【本研究会に関する問い合わせ先】 

 
 
 

 

 

第 10 回総会会長：大野忠夫 
セルメディシン株式会社  

〒305-0047  茨城県つくば市千現 2-1-6 C-B-1 

TEL: 029-828-5591  FAX: 029-828-5592 

 

がんワクチン療法研究会(AsCaVaTh)事務局 
〒305-8575 つくば市天王台 1-1-1 

筑波大学陽子線医学利用研究センター 

TEL: 029-853-7108 FAX: 029-853-7103 

E-mail: ascavath@pmrc.tsukuba.ac.jp 

http://www.ascavath.org/ 


