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特定非営利活動法人皮膚科光線療法推進の会 PMDTA

                        PhotoMedicine Dermatology Therapy Association

第 10回皮膚科光線療法推進の会主催セミナーご案内

日時：2022年 10月 23日（日） 10：55～15：35 開場 10：30 会場：御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター Room B

目的：皮膚科光線療法の疑問を解決します。“治せるをキーワードに”日常診療に役立つ情報の提供。

対象：皮膚科医他（事前登録制）80名  形式：セミナー／質問表を配布

撮影：主催者側撮影あり、発表スライドの写真撮影の禁止

昼食：参加申込書にて事前登録し、参加費をお支払いいただき、希望される方には当日弁当をご用意いたします。

時 間 内 容

10：30 ～ 開  場

10：55-11：00 5 min
開会の挨拶     NPO法人皮膚科光線療法推進の会 理事長

森田 明理先生  名古屋市立大学大学院医学研究科 加齢・環境皮膚科 教授

11：00-11：50 50 min 第 1部 「光線療法の基礎と応用～光線療法のコツ～」 座長 森田 明理先生

11：00-11：40 40 min
「光線療法の基礎と応用～光線療法のコツ～」

井汲 今日子先生 名古屋市立大学大学院医学研究科 加齢・環境皮膚科 助教

11：40-11：50 10 min 質 疑 応 答

11：50-12：00 10 min 休  憩 弁当配布 （事前申し込みにより準備しています。）

12：00-12：40 40 min 第 2部 「光線療法の基礎」 座長 森田 明理先生

12：00-12：30 30 min 「MED測定、光線アレルギーテスト、治療プロトコール」

山本 礼（あや）先生 名古屋市立大学大学院医学研究科 加齢・環境皮膚科 助教

12：30‐12：40 10 min 質 疑 応 答

12：40-13：00 20 min 休  憩

13：00-14：15 75 min 第 3部 「光線療法の応用～光線療法のコツ～」 座長 森田 明理先生

13：00-13：25 25 min
共催：㈱インフォワード 「ターゲット型照射器でのアトピー性皮膚炎の治療」

三谷 有史先生 医療法人あおい皮フ科クリニック 院長

13：25-13：50 25 min
共催：ウシオ電機㈱   「患者さんの困りごとに寄り添う日常診療～光線治療は不可欠の柱～」

新澤 みどり先生 にいざわ皮ふ科 院長

13：50-14：15 25 min
共催：㈱ジェイメック  「308 nmエキシマレーザーによる尋常性白斑治療」

尾崎 紗恵子先生 日本医科大学附属病院 皮膚科 講師

14：15-14：35 20 min 休 憩 （質問票回収）

14：35-15：35 60 min 第 4部 「質疑応答」 座長 森田 明理先生

テーマ「光の応用セミナー」

光線療法の基礎と応用～光線療法のコツ～

第 1部「光線療法の基礎と応用～光線療法のコツ～」 第 2部「光線療法の基礎」

第 3部「光線療法の応用～光線療法のコツ～」 第 4部「質疑応答」
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第１部 「光線療法の基礎と応用～光線療法のコツ～」

【光線療法の基礎と応用～光線療法のコツ～】  

光線療法は皮膚免疫を変化させることによって炎症性皮膚疾患の治療効果を発揮し、搔爬行動に対しては表皮に伸長

する神経線維に働きかけることで即効性を持つ。様々な治療が登場し治療がしやすくなった現在もなお難治である症例に対

して、光線療法が最後の砦となることもある。歴史的にはノーベル賞を受賞した Niles Finsen博士が尋常性狼瘡への効果を

報告したことが始まりで、現在、PUVA・ナローバンド UVB・エキシマライト・UVA1 と様々な波長を治療に使用できるようになっ

た。それぞれの紫外線には波長による特性があり、治療上その特徴に留意して選択することが肝要である。さらに今後は在

宅光線療法・光線力学的療法など、さらに発展する分野である。本演題では、光線療法の総論から各論を実際の症例を交

えて報告し、在宅光線療法などの今後の展望まで述べる。

略歴

2013年 名古屋市立大学医学部卒業

2020年 同大学大学院医学研究科 加齢・環境皮膚科学 卒業

2020年 より現職（助教）

光線療法の基礎と応用

～光線療法のコツ～

井汲 今日子 （いくみ きょうこ）

名古屋市立大学大学院医学研究科 加齢・環境皮膚科 助教
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第２部 光線療法の基礎

現在使用可能な光線治療の種類は、エキシマライト、エキシマレーザー、ナローバンド UVB、ブロードバンド UVB、PUVA、

UVA1 がある。それぞれの特性を理解し、また疾患ごとに照射方法が異なってくるため、十分に理解した上で使い分けること

が、光線治療を行う我々皮膚科医には必要である。光線治療を始めるにあたり、MED の測定をすることは、それぞれの患者

にとって安全な照射量を認識すること、また隠れた光線過敏を明らかにする点でも理にかなっている。また、MED は身体の

部位ごとに異なり部位により 20 倍近く差があるため、最も小さい体幹（背部）で MED 測定をする必要があり、機器により異な

ることは知られている。当院では、必要な症例には MED 測定を行い、1/2MED から照射を開始し、各疾患ごとに合った増量

方法で週に 1～3 回の照射を行っている。また、当院では、光線過敏症が疑われた場合、スクリーニング検査として、ブロー

ドバンド UVB、UVA、可視光線での照射テストを行い、作用波長を決定する。その次に、光接触皮膚炎、薬剤性光線過敏症

が疑われれば、光貼付試験を行い外因の同定を試みる。多形日光疹の場合は、反復照射を行い、生じた皮疹が誘発され

るかを確認している。当院で行っている MED測定、光線過敏症の検査、光線の治療プロトコールについてお話しします。

略歴

【光線療法の基礎】  

2010年 3月 鳥取大学医学部 卒業

2010年 4月 兵庫県立塚口病院 初期研修医

2013年 4月 名古屋市立大学 加齢・環境皮膚科学入局 シニアレジデント

2014年 4月 社会福祉法人聖霊会 聖霊病院 皮膚科医員

2017年 4月 名古屋市立大学 加齢・環境皮膚科学 臨床研究医

2017年 12月 同大学 加齢・環境皮膚科学 助教

2022年 4月  同大学大学院 医学研究科博士課程 入学

現在に至る

MED測定、光線アレルギーテスト、治療プロトコール

山本 礼 （やまもと あや）

名古屋市立大学大学院医学研究科 加齢・環境皮膚科 助教
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明日の
しあわせに
化ける術。

みてね!

人知れずこっそり、世界中の“すきま”に潜んでいる。
火薬の力を使って瞬時にエアバッグを膨らませたり、
電子機器の半導体に使われる樹脂をつくったり、
また、人々の健康を守る抗がん剤などの医薬品や
食料の安定供給に欠かせない農薬を提供していたり。
私たちは、技術をしあわせに化けさせる会社です。
現在から未来へ。すきまから世界へ。これからの
暮らしになくてはならない価値を、次々と発想します。

企業広告 A4 1/2 カラー
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第３部 光線療法の応用～光線療法のコツ～ 

 

 

当院では尋常性白斑、円形脱毛症、尋常性乾癬など難治性疾患に対してエキシマライト療法を導入し使用してきた。そ

してアトピー性皮膚炎に対しても苔癬化、痒疹のような難治性皮疹に対してもエキシマライト療法を適宜行っていたが、MED

の測定をしてから治療ということが患者側、医療者側双方の都合のため困難なことが多く、照射部位別に初回照射量をある

程度決めて行っていた。初回照射量を低めに設定しているためほとんどの症例は初回で紅斑を起こすことはないが効果は

弱く、増量するとすぐに強い紅斑がでて色素沈着が出現したり、また重複照射しないよう十分な注意が必要であった。そのた

めアトピー性皮膚炎に対しての紫外線療法はその有効性を認識しながらも、その治療を実際に行う症例は少なかった。しか

し、TARNAB を導入してからかゆみのコントロール、痒疹、苔癬化などの難治性皮疹に対して積極的に照射を行ったところ、

少ない照射回数、紅斑が出ない照射量で十分に有効であることが分かった。また効果を見ながら照射量の増量も安全に行

うことができ使用しやすい機器であった。当院でのアトピー性皮膚炎での TARNAB の使用経験に加え、エキシマライト療法の

使い分けにも触れてお話しします。 

 

略歴 

2000年  三重大学医学部卒業 

2000年  社会保険中京病院 

2002年  名古屋市立大学病院 皮膚科 

2004年  名古屋第二赤十字病院 皮膚科 

2006年  名古屋市立西部医療センター 城北病院 皮膚科 

2011年  あおい皮フ科クリニック 開院 

現在に至る 

 

 

 

 

 

 

【治せるをキーワードに】 日常診療に役立つ光線療法についての情報を提供します 

 

ターゲット型照射器でのアトピー性皮膚炎の治療 

 

三谷 有史 （みたに ありふみ）  

医療法人あおい皮フ科クリニック 院長 

 

共催会社：株式会社インフォワード 
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【治せるをキーワードに】  日常診療に役立つ光線療法についての情報を提供します 

 

 

2009年に初代セラビーム 308™を使い始めてから今もなお、光線療法の有用性を患者さんたちとともに日々目の当たりに

している。特にセラビーム UV308mini は、最も使用頻度が高い不可欠のツールである。同機種を用いた治療の実例を供覧

したい。アトピー性皮膚炎その他の皮膚炎群では、難治部位へのターゲット照射に使用する。早ければ数時間以内に痒みが

おさまり、年単位で治らなかった病変が軽快する事も珍しくない。患者さんと信頼関係を構築でき、その後の治療意欲につな

げることができる。特に、眼瞼の湿疹皮膚炎群に応用するコツをお話しする。乾癬・掌蹠膿疱症でも難治部位に照射し、寛

解を目指す。ここ数年は円形脱毛症への使用頻度が高く、SADBE 治療へ移行する症例が減った。白斑の治療、特に顔面

病変には紫外線治療が不可欠である。可能なら発症半年以内に照射を開始し、治療のタイミングをのがさない事が肝要で

ある。2020 年以降のコロナ禍にあって当院の来院者数は全く減っていないが、その主因は紫外線治療を主体とする定期的

な診察とフォロー体制にあるのではないかと考える。 

 

略歴 

 
 
 
 
 
 

1986年  秋田大学医学部 卒業 同大学医学部皮膚科 助手 

1991年  中通総合病院皮膚科 医長  

1992年  秋田大学医学部皮膚科 助手 

1998年  信州大学医学部皮膚科 研究生 

2001年  にいざわ皮ふ科 院長 

現在に至る 

患者さんの困りごとに寄り添う日常診療 

～光線治療は不可欠の柱～ 

新澤 みどり （にいざわ みどり） 

にいざわ皮ふ科 院長 

 
共催：ウシオ電機株式会社 
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【治せるをキーワードに】  日常診療に役立つ光線療法についての情報を提供します 

 

  

尋常性白斑の治療の有効率は未だ高いとは言えない。本邦では 308 nm エキシマライトがターゲット型紫外線治療器とし

て広く使われているが、2018年に 308 nmエキシマレーザーXTRAC®が薬事承認機器となり 2019年に保険収載もされた、

エキシマレーザーは単一波長でパルス発振であるため紫外線の強度（輝度）がエキシマライトの数十万倍高くなるため、エキ

シマライトより色素再生を促す効果が高いと考えられる。本講演では、エキシマレーザーの基本的な説明と、当院でのエキシ

マレーザーを用いた尋常性白斑の治療症例を、左右対称の病変で半側ずつエキシマライトとエキシマレーザーを照射した症

例も含めて提示する。また、マウスにエキシマライトとエキシマレーザーを照射し両者の皮膚への作用を比較した実験を、文

献的考察とともに紹介する。 

 

略歴 

 
 
 

2010年3月  日本医科大学医学部 卒業 

2012年3月  日本医科大学付属病院 初期研修医 修了 

2012年4月  日本医科大学 皮膚科学教室入局 

2019年3月  日本医科大学大学院医学研究科 皮膚粘膜病態学 卒業 

2019年4月  日本医科大学附属病院 皮膚科 助教 

2021年4月  日本医科大学附属病院 皮膚科 病院講師 

2022年4月  日本医科大学附属病院 皮膚科 講師 

現在に至る 

308 nmエキシマレーザーによる尋常性白斑治療 

尾崎 紗恵子 （おざき さえこ） 

日本医科大学付属病院 皮膚科 講師 

共著者：井渕 善聖 1、佐伯 秀久 1、船坂 陽子 1 所属 1 日本本医科大学付属病院皮膚科 

共催：株式会社ジェイメック 
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