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研究成果の概要（和文）：悪性神経膠腫は難治性悪性腫瘍で手術や放射線化学療法を行っても予後は不良である。そこ
でこれまでとは異なる治療法の開発が必要とされてきた。今回我々の研究グループは超音波とそれに反応する音響感受
性物質を組み合わせた音響力学療法の効果を悪性神経膠腫細胞株を用いて行った。音響感受性物質としてアミノレブリ
ン酸などのポルフィリン関連物質を用いた。結果、神経膠腫細胞に対して音響力学療法に殺細胞効果があることが証明
され、さらにアポトーシス誘導がその細胞障害のメカニズムであり、その程度はポルフィリン製剤の細胞取り込みの量
に依存することが確認された。本結果から音響力学療法が新規治療として有望であることが示唆された。

研究成果の概要（英文）：Malignant glioma is a poor prognosis cancer despite of multidisciplinary
treatment such as aggressive surgery and chemoradiotherapy. Thus there has been a need for new
therapeutic approaches to control deeply migrated tumor cells. For this aim, we investigated the efficacy
of sonodynamic therapy (SDT) using sonosensitizers including 5‑aminolevulinic acid, protoporphyrinⅨ, and
talaporfin sodium on glioma cells. These substances have been known to be accumulated in glioma cell and
are expected to have cytotoxic effect by sonication. Our in vitro study demonstrated that the
cytotoxicity of sonication on glioma cells was enhanced by each sonosensitizers. And induction of
apoptosis was suggested to be a major mechanism of cell death. While the efficacy of SDT may be depend on
the degree of intracellular accumulation of sonosensitizer. Though further investigations will be
necessary, our preliminary result showed a potential of STD with sonosensitizers for glioma treatment.
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