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国立大学法人長崎大学

ネオファーマジャパン株式会社

長崎大学による新型コロナウイルス感染症（COVID-19）患者に対する
5-アミノレブリン酸（5-ALA）を用いた特定臨床研究開始のお知らせ

この度、国立大学法人長崎大学*1（長崎県長崎市文教町1-14、学長
河野茂：以下長崎大学）とネオファーマジャパン株式会社*2（東京都
千代田区富士見2-10-2、代表取締役河田聡史：以下NPJ）は、NPJが研
究・開発・製造を行う5-アミノレブリン酸*3（以下、「5-ALA」）を用
いて、新型コロナウイルス感染症（以下、「COVID-19」）患者を対象
とした特定臨床研究を開始することになりましたのでお知らせいたし
ます。

いまコロナ下で起きていること（１）
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Safety, Tolerability, and Efficacy of 5-Aminolevulinic Acid Phosphate, an 
Inducer of Heme Oxygenase 1, in Combination with Sodium Ferrous 
Citrate for the Treatment of COVID-19 Patients

(Kaketani K & Nakajima M in press) 



Safety, Tolerability, and Efficacy of 5-Aminolevulinic Acid Phosphate, an 
Inducer of Heme Oxygenase 1, in Combination with Sodium Ferrous 
Citrate for the Treatment of COVID-19 Patients

(Kaketani K & Nakajima M in press) 



Side effects 
High doses of 5-ALA with SFC did not cause serious 

side effects except for a few cases as follows. 
In the cases 2, 4, and 5, the patients experienced 

abdominal swelling, constipation and had blackish 
feces when 1,500 mg/day 5-ALA with SFC was 
administered. In case 2, he had skin irritation by sun 
light exposure after taking 1,500 mg/day 5-ALA with 
SFC. 

A patient who had arrhythmia reported palpitations 
when he took 1,500 mg/day 5-ALA with SFC. 

Those side effects were all dissolved by dose 
reduction to 750 mg/day

(Kaketani K & Nakajima M in press) 



Predicting effective dose of 5-aminolevulinic acid for human from

micro miniature pigs in protection of renal ischemia-reperfusion injury

(Fujine K, et al. J Current Surg 2020)



Controlでは、皮質及び髄質の尿細管の核濃縮が著明であった。一方、5-
ALA10mg/kg投与群は、近位尿細管の配列不正があるもの細胞核の濃縮には至っ
ておらず、さらに5-ALA100mg/kg投与群では集合管もほぼ正常に保たれていた。

Predicting effective dose of 5-aminolevulinic acid for human from

micro miniature pigs in protection of renal ischemia-reperfusion injury

(Fujine K, et al. J Current Surg 2020)
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ブタでの血中濃度から
ヒトでの有効経口投与量

病理学的スコアー改善値から
ブタでの血中濃度

Predicting effective dose of 5-aminolevulinic acid for human from

micro miniature pigs in protection of renal ischemia-reperfusion injury

(Fujine K, et al. J Current Surg 2020)



1 Capに 50mg の5-ALA含有
＝1,000 mg は20 Cap !?



( J Thorac Dis 2020:12(6):3448-3452)

いまコロナ下で起きていること（２）



(Sano M, et al. J Clin Med Res. 2020 Oct;12(10):674-680)



【Methods and Results】自発呼吸下で、マイクロミニブ
タ（Micro-mini pig: MMP）に水素発生装置から生成さ
れた250mL/minの超低流量の100%水素を鼻カニュレ
から投与した。水素の漏れを防ぐために、鼻カニュレの
上から動物用麻酔マスクを装着させた。
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頸動脈内にカテーテルを挿入して動脈血中水素濃度を経時的にモニタリング
した。水素吸入中の1時間の間、頸動脈内の水素濃度は、水素流量から算出
される吸入空気中の水素濃度と一致する安定したレベルに維持されていた。

【Conclusion】オンサイト型発生装置から生成される極低流量の水素であって
も、鼻カニュラと酸素マスクの組み合わせを用いることによって、これまでの非
臨床・臨床研究の結果から、治療効果が実証されている十分なレベルまで動
脈血中水素濃度を上昇させることができることが確認された。
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A newly developed 8K ultra-high-definition video microscope for microsurgery.
Kobayashi E, Yamashita H. Microsurgery. 2020 Feb;40(2):278-279. doi: 10.1002/micr.30551. 
Epub 2020 Jan 8.

いまコロナ下で起きていること（３）

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31912912/
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超画質ビデオ画像

‘はっきり見える’
奥行き効果



(Yamashita H, et al. Heliyon 2021)

Differences between two 8K-UHD camera and lens optical systems

(A) conventional 8K-UHD camera with an 

endoscopic relay lens for microscopic use

(B) New 8K-UHD digital microscope with a 

large macro lens.



20(Yamashita H, et al. Heliyon 2021)

Schematic of the 

dropped shadow effect 

created by inclination of 

illumination direction 

from viewing direction.

The depth of field can be 

increased by changing the 

inclination of the 8K-UHD 

camera imaging direction from 

the approach direction of 

surgical instruments.
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‘マイクロ８’を用いた
超高画質遠隔診断の応用提案

(Kawana, Asoda & Kobayashi)


