
 

LASER TOKYO 2009 

第 30回日本レーザー医学会総会のご案内 
 
 
 
この度，第 30 回日本レーザー医学会総会を下記のとおり開催するはこびとなりました。本年

は日本レーザー医学会創立 30 周年ならびに日本医学会分科会加盟を記念すべき年でもあり，

大城俊夫会長の 18th ISLSM と Krishna. Rau 会長の 2nd WFSLMS と合同で“Laser Tokyo 2009”
を開催いたします。多くの方々のご参加を心よりお待ち申し上げております。 
 

第 30 回日本レーザー医学会総会大会長 
会長 菊地 眞  

 
記 

 
1．大会テーマ：Integrative Hybrid Medicine for the New Millennium – The Gateway to Personalized 

Healthcare Delivery –  
 
2．Laser Tokyo 2009： 

第 18 回国際レーザー医学会大会（ISLSM）   http://islsm-tokyo2009.com/ 
大会長 大城俊夫（日本医用レーザー研究所・慶應大学客員教授） 

第 2 回世界レーザー医学連合会大会（WFSLSM）  
大会長 クリシュナ ラウー（MGR 医科大学名誉教授） 

第 30 回日本レーザー医学会総会（JSLSM） http://jslsm30.umin.jp/index.html 
   大会長 菊地 眞（防衛医科大学校副校長・医用工学講座教授） 
 
3．会期：2009 年 11 月 29 日（日曜日）～3 日（木曜日） 
（第 30 回日本レーザー医学会総会の会期は 12 月 2 日（水曜日）～3 日（木曜日）となります） 

 
4．会場： 
ホテルグランドヒル市ヶ谷 
〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町 4-1 
TEL：03-3268-0111 
＜交通＞JR・東京メトロ 市ヶ谷駅より徒歩 5 分  
 
5．後援：日本医学会，厚生労働省，経済産業省 
 
6．問い合わせ先： 
第 30 回日本レーザー医学会総会大会事務局（防衛医科大学校医用工学講座） 
TEL: 04-2995-1211（内線 2242） 
E-mail：jslsm30@ndmc.ac.jp，URL：http://jslsm30.umin.jp/index.html 
 
7．学術プログラム：次頁以降をご参照ください。 
 
8. 参加登録：上記 2.の URL よりご覧いただけます。 



第３０回 日本レーザー医学会総会 
 

２００９年１２月１日（火） 17:00-19:00 (LASER TOKYO 2009 会期中) 

日本レーザー医学会創立 30 周年記念式典 
於 ホテルグランドヒル市ヶ谷 瑠璃(西) 

 

学術プログラム 
２００９年１２月２日（水）～３日（木） 於 ホテルグランドヒル市ヶ谷 

大会長講演 

医用レーザー研究・開発における新展開 菊地 眞 （防衛医科大学校, 同校医用工学講座） 
 

特別講演  

健康研究における内閣府の取組み 
高精度低侵襲外科手術技法の新たなる展開 
生体内分子イメージングの最先端 

加藤 誠実 （内閣府） 
橋爪 誠   （九州大学大学院医学研究院） 
小林 久隆 （米国国立癌研究所） 

 

時節講演  

防衛医学の今 徳野 慎一 （防衛医科大学校 防衛医学講座） 
 

特別企画  

「レーザー医学の振興を目指す学会連携のあり方」 
参加学会： 日本レーザー医学会  日本光線力学学会 
（講演順） 日本レーザー歯学会  日本レーザー治療学会 

 日本内視鏡外科学会  日本コンピュータ外科学会 
 日本眼科学会   レーザー学会 
 日本光学会（応用物理学会分科会） 

 

産官学ワークショップ、産官学ディベートセッション 
▽産官学ワークショップ 
「医療機器振興に関する施策と大型研究助成の現状」 
  参加機関 経済産業省 独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) 

（講演順） 文部科学省 独立行政法人 科学技術振興機構 (JST) 
  厚生労働省 

▽産官学ディベートセッション 
「医用レーザー装置の振興に関わる諸課題」 
  参加機関 日本レーザー医学会医用レーザー機器開発推進委員会 

（講演順） 日本医用レーザ協会 および レーザー企業 3 社 
  厚生労働省医薬安全局 



教育講演・医師のための教育講座  
▽教育講演 

遺伝子発現の光制御を目指した光応答性 DNA の開発 浅沼 浩之 （名古屋大学大学院，JST） 
▽医師のための教育講座 

医用レーザーの基礎とレーザー・組織相互作用 

非線形光学イメージング  

OCT の原理と生体計測への応用 

 
間 久直   （大阪大学大学院工学研究科） 
藤田 克昌 （大阪大学大学院工学研究科） 
安野 嘉晃 （University of Tsukuba） 

 

シンポジウム  
▽医工学国際シンポジウム 

“Development of Optical Property Database for the Next-generation Diagnosis and Therapy” 
▽医工学シンポジウム 

「最先端光イメージング技術」  「低出力レーザ：基礎から応用へ」 
▽臨床医学シンポジウム 

「悪性腫瘍と闘う Laser Hybrid Medicine」 
「梗塞・狭窄・石灰化-結石・肥大と闘う Laser Hybrid Medicine」 
「社会ニーズの高い医療に役立つ Laser Hybrid Medicine」 
「骨，関節へのレーザーの応用」 

▽指定シンポジウム 
「フォトニクスが拓く新しい感染症学」  「リサーフェシング最前線」 

▽オーガナイズドシンポジウム 
「先進的内視鏡技術による光学診断・治療へのとりくみ」 
「蛍光診断と外科的併用手術または PDT 併用治療での利点と問題点」 

▽コメディカルシンポジウム 
「臨床工学分野におけるレーザー及び光治療装置を用いた研究・業務の現状」 

 

Sponsored Educational Session  
参加企業： 株式会社オフィールジャパン  キャンデラ株式会社 
（講演順）  サイノショアー株式会社  株式会社ジェイメック 
  株式会社ニーク   ミナト医科学株式会社 
 

一般演題 
▽ショートプレゼンテーション （第 1 日目 33 演題、第 2 日目 29 演題） 
▽ポスターディスカッション  於  ポスター会場   
 

市民公開講座 
▽高齢社会の安心・安全のための医療 
  「光・レーザーによる中心型肺癌の早期発見と内視鏡的治療」 池田 徳彦 （東京医科大学 外科第１講座） 
  「光・レーザーを用いた近未来の消化管内視鏡診断と治療」 中村 哲也 （獨協医科大学 医療情報センター）

▽レーザー医学実地医療から見た仏教医学・チベット医学 岡田 昌義 （大阪府済生会中津病院） 
▽史上空前の論文捏造～番組制作の立場から～  村松 秀   （NHK エデュケーショナル 科学部）
 

安全教育(主催：日本レーザー医学会 安全教育委員会) 
▽安全教育セミナー講習 
▽安全教育試験・レーザー専門医試験 
▽安全教育ビデオ講習会             詳細は日本レーザー医学会事務局 http://www.jslsm.com/ にて 
 


