
第15回 浜松医科大学メディカルホトニクス・コース 
 

主 催 浜松医科大学メディカルホトニクス・コースCOE運営委員会 
      代表：寺川 進 （浜松医科大学光量子医学研究センター細胞イメージング分野） 

共 催 浜松ホトニクス(株)、日本バイオイメージング学会、産業技術総合研究所 

協 賛 アンドールテクノロジーPLC、オリンパス(株)、(株)ソリューションシステムズ、 

(株)同仁化学研究所、(株)ニコンインステック、(株)日本ローパー、 横河電機(株) 
 

 例年開催しております医学生物分野における光イメージングに関する講習会を下記の通り行います。第 15 回の今年は

GFP 法をとりいれた最新の細胞イメージング手法と脳スライスの幅広いイメージング手法を実習していただきます。コース

は、講義、実習そしてシンポジウムの３部構成です。ご都合にあった選択で参加できます。 

 参加ご希望の方は添付しております申込書にてお申し込みください。 

 

2006年7月31日(月) ～ 8月4日(金)  会場：浜松医科大学 

日程とプログラム 

日時 場所 内容と主な講師 定員 

講義棟 

特別講義室 

講習１日目：顕微鏡イメージングの基礎 

光学顕微鏡の基礎、蛍光顕微鏡法、 

蛍光顕微鏡（共焦点顕微鏡、全反射顕微鏡） 

ビデオカメラ（CCD, EM-CCD） 

50名 
(1万円 

  2日間)

 

7月31日 
（月曜） 

10:00～14:00 

 

 

 

 

14:20～18:00 
講義棟 

特別講義室 

COEシンポジウム：脳と癌を探求する新しい光技術 

Novel optronics for brain and cancer researches 
Jung-Joon Min Chonnam National University Medical School 
斉藤 尚亮 神戸大学バイオシグナル研究センター 

平瀬 肇 独立行政法人理化学研究所 
Yehezkel Ben-Ari  INMED 

無制限 
 

(無 料) 

8月１日 
（火曜） 

9:00～18:00 

講義棟 

特別講義室 

講習２日目：細胞の機能解析法 

GFPイメージング法、 

細胞内Ca2+イメージング法 

脳スライスイメージング法 

50名 
(1万円 

  2日間)

8月2日 
（水曜） 

9:00～19:00 

8月3日 
（木曜） 

9:00～19:00 

8月4日 
（金曜） 

9:00～18:00 

チュートリアル 

ルーム 

 

 

生理学第一 

 

 

生理学第二 

 

 

光量子医学 

研究センター 

実習：ラボワーク （I～IIIをローテーション） 

 
I.   GFPイメージング 
    タイムラプス法、共焦点法、エバネッセンス法、 

レーザーフォトリシス法 

 

II. 細胞内Ca2+分布イメージング 
    高速CCD法、リアルタイム共焦点法、 

エバネッセンス法による測定 

 

III. 脳スライスイメージング 
    CCD膜電位計測、イオン濃度イメージング、 

   電気穿孔法、リアルタイム3D共焦点法、 

   IR-DIC/パッチクランプ法 

30名 

 
(3万円 

  5日間)

講習会 

参加費を 

含む 

 



15th MPC浜松 顕微鏡イメージング講習会プログラム

講習テーマ 

講習会日時 

講習会参加費 

参加申込期限 

講習会会場 

バイオイメージングの基礎とアプリケーション 

2006年7月31日(月), 8月1日(火)  2日間 

1万円 

2006年7月17日（月）（先着順で定員に達した場合は締め切ります） 

講義実習棟 特別講義室 
 

講習会（講義）プログラム 

  
7/31（月） 

顕微鏡イメージングの基礎 

8/1（火） 

細胞機能解析法 

 8:30 開 場 受付開始 

開 場 受付開始 

9:30～挨拶とMPCの説明 

光学顕微鏡の基礎 10:00～11:30 

 光の基礎,レンズ,分解能 
   （ニコン・松為久美子） 

演習１（浜松医科大学・櫻井孝司） 

分子とGFPイメージング法 9:00～11:30 

GFPは何故光る？ 
（北海道大学・永井健治） 

ライブセルで分子をみるための 

イメージング技術 
（産業技術総合研究所・加藤薫） 

GFPの種類,導入,観察の基礎的事項 
（浜松医科大学・山本清二） 

昼 食（スタッフ紹介・ランチョン） 
アンドールテクノロジーPLC, オリンパス(株), (株)

ソリューションシステムズ, (株)同仁化学研究所,

(株)ニコンインステック, (株)日本ローパー, 浜松ホ

トニクス(株), 横河電機(株) 

昼 食 
（実習受講者の一部GFP導入実験） 

蛍光顕微鏡法 12:30～14:00 

蛍光の基礎, 共焦点法, 全反射法 
（オリンパス・石井俊行） 

演習２（浜松医大, 浜松ホトニクス） 

休 憩・シンポジウム受付（14:00-14:20） 

Ca2+イメージング法 13:00～15:00 

 基礎・測定原理・装置 
      （浜松ホトニクス・平野雅彦） 

（東京薬科大学・工藤佳久） 

（浜松医科大学・最上秀夫） 

休 憩（15:00-15:15） 

脳スライスイメージング法 15:15～17:15 

スライス標本のイメージングへの適用 
（浜松医科大学・福田敦夫） 

 膜電位イメージング 
   （東京医科歯科大学・佐藤勝重） 

14:20より 

7thCOEシンポジウム 
プログラムは次ページに詳細記載 

8:30 

9:00 

 

 

10:00 

 

 

11:00 

 

 

 

12:00 

 

 

 

13:00 

 

 

 

14:00 

 

 

15:00 

 

 

16:00 

 

 

17:00 

 

18:00 

 18：15～20:00 

懇親会 
（レストラン クイーンズヒル） 

 装置見学・実習オリエンテーション 

 （17:30～18:00） 

 

 



(15th MPC浜松) 7th COEシンポジウム プログラム 

テーマ：脳と癌を探求する新しい光技術 
Novel optronics for brain and cancer researches 

 
講 演 日 時 

講演参加費 

参加申込期限 

講 演 会 場 

2006年7月31日(月) 14：20～18：00 

無 料（どなたでもご自由に入場できます。） 

申し込みをお願いしますが、当日参加も可能です 

講義実習棟 特別講義室 

 

講 演 会 プ ロ グ ラ ム 

時 間 内 容 と 講 師 

14：20～18：00 

14：00 開 場 

 

14：20 開 演 司会 MPC代表 浜松医科大学 寺川 進 
 

講演1. 14：30～15:20 座長 寺川 進 

 Optical molecular imaging with cancer targeting bacteria 
   Jung-Joon Min 

     Department of Nuclear Medicine,  

     Chonnam National University Medical School, Korea 

 

講演2. 15：20～16:10 座長 最上秀夫 
イメージングから分かるPKCのターゲティング機構の役割 

斉藤 尚亮 
神戸大学・バイオシグナル研究所, 教授 

 

（コーヒーブレイク 16:10～16:20） 

 

講演3. 16：20～17:10 座長 山本清二 

 Imaging of astrocytic calcium events in adult rats 

    平瀬 肇 
     独立行政法人理化学研究所・平瀬研究ユニット, ユニットリーダー 

 

講演4. 17：10～18:00 座長 福田敦夫 

Basic rules of maturation of neuronal activity that have been 

preserved throughout evolution 

Yehezkel Ben-Ari 
Director, Institut de Neurobiologie de la Méditerranée, France 

 
 

18：15～20：00 講師を囲んでの懇親会 （レストラン クイーンズヒル）（無料） 



15th MPC浜松 イメージング技術実習プログラム 

実 習 日 時 

実習参加費 

参加申込期限 

実 習 会 場 

 

2006年8月2日(水), 3日(木), 4日(金)  ３日間 

3万円（7/31～8/1の講習会費及び全てのテキスト代を含みます） 

2006年7月17日(月)（先着順で、定員に達した場合は締め切ります） 

チュートリアルルーム, 生理学第一教室, 生理学第二教室,  

光量子医学研究センター 
 

8/2（水）～ 4（金） トレーニング実習（ラボワーク） 
 I～IIIまでの三つの項目を３日間にわたりローテーションで実習します。 

 

I. GFPイメージング 

1.   GFPのトランスフェクション実習 

2.   GFPを用いた機能分子蛍光標識 

3.   GFP発現の5次元タイムラプス解析 

4.   リアルタイム共焦点法による高速蛍光解析 

5.   エバネッセンス法による一分子蛍光観察 

6.   FRET法・レーザーマイクロフォトリシス法 
  

（各自GFPのトランスフェクションを試み、 

できた細胞標本を観察します。） 
 

実習指導 

山本清二・浜松医大 

茨木京子・浜松医大 

加藤 薫・産総研 

三好洋美・産総研 

平野雅彦・浜松ホトニクス 

陸川克二・ニコン 

清水瑞穂・横河電機 

谷治正敏・ｱﾝﾄﾞｰﾙﾃｸﾉﾛｼﾞｰ PLC 

 

II.  細胞内Caイオン分布イメージング 

1. レシオイメージング法 

2. 高速共焦点法 

3. スペクトルイメージング法 

4. 全反射法 

5. GFPやFRETの同時イメージング法 

 
（培養細胞のCa2+反応を複数のイメージング法で捉えます。） 

 

実習指導 

最上秀夫・浜松医大 

鈴木優子・浜松医大 

櫻井孝司・浜松医大 

金田雅充・産総研 

杉山範和・浜松ホトニクス 

田島鉄也・オリンパス 

中川隆史・日本ローパー 

 

III. 脳スライスイメージング 

1. 急性脳スライス標本の取扱い 

2. IR-DIC法、スライスパッチクランプ法 

3. 脳スライスの細胞内イオン(Ca,Cl)濃度測定 

リアルタイム共焦点顕微鏡によるイメージング 

4. 電気穿孔法（単一細胞、子宮内胎仔）による、 

    遺伝子や色素の導入 

5. 背面照射CCDによる膜電位光学測定 

 
（脳スライス標本の作製をし、単一細胞またはスライス全体の蛍光イメージングを試みます。） 

 

・ これらの他のテーマについて特に希望がある場合にはご相談に応じます。 

実習指導 

福田敦夫・浜松医大 

岡部明仁・浜松医大 

熊田竜郎・浜松医大 

井上雅司・東京薬科大 

蛭川英雄・横河電機 

・ 標本の作製、測定、データ－処理までの実地を行います。 

・ ラップトップPCまたはUSB式ハードディスクの持参を強く推奨します（無いとデータの持帰りが制限されます）。 

・ 実際に測定にかけるための自分のサンプル(日頃お使いの細胞など)をご用意くださることを推奨します。 



申 込 書 （Fax, E-mail, 郵送でお送りください） 

氏 名 
（ふりがな） 

 

所 属 

 役職等 

 

所属先住所 

〒 

連絡先の 

電話・FAX・ 

E-mail等 
 

明瞭に記入して 
ください！ 

TEL(必須)  :  

FAX     :  

E-mail(必須):  

その他      :  

請求書が必要な場合は請求書希望と明記ください。受付後に郵送します。 

＊申し込み後２週間もしくは7/24までに確認の返事がない場合は申込先まで照会願います。 

参加希望ｺｰｽ 
チェックして 

ください 

□ 1. 講習会のみのコース（２日間）        10,000円 
□ 2. トレーニング実習付き講習会コース（５日間） 30,000円 
□ 3.  COEシンポジウムのみ（7/31日14:20～18:00）  無 料 

持ちこみ標本 
または 

調製希望標本 

 

参加理由 
実習コースを 

参加希望の方のみ 
目的を具体的にお
書きください 

 

実習希望順序 
実習コースを 

参加希望の方のみ 

実習の希望順序をひとつ選んでください。 

□  8/2 脳スライス  →  8/3 Ca2+         →  8/4 GFP 
□  8/2 Ca2+         →  8/3 GFP         →  8/4 脳スライス 
□  8/2 GFP         →  8/3 脳スライス  →  8/4 Ca2+

□  おまかせ 

予定宿泊数（   ）日 

宿泊補助 
希望する場合の理由

をお書きください 

学生の方のみ 宿泊補助希望の方へ：チェックアウト後、ホテルの領収書（宿泊日数がわかるもの）を受付に申

告ください。確認後に手渡しまたは指定口座へ所定額を振込みます。宿泊は各自で手配ください。

申込締切：7月17日（月） 講演会のみは当日参加でも結構です。 

問合せ： E-mail:takker@hama-med.ac.jp（櫻井）

申込先： 〒431-3192 浜松市半田山1-20-1 

浜松医科大学 光量子医学研究センター 

細胞ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ研究分野 髙瀬 彩 

TEL&FAX：053-435-2092 

E-mail：ayalla@hama-med.ac.jp 

振込先： 静岡銀行 有玉支店 

     （普通）0184151 

     浜松医科大学ﾒﾃﾞｨｶﾙﾎﾄﾆｸｽｺｰｽ 

代表 寺川 進 

（申込受け付け後に振込み依頼します）

関連資料： http://www2.hama-med.ac.jp/w3a/photon/index-j.html 
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