
 

理工学系シーズを中心にアカデミアと産業界との新たなアライアンスを促進する

「産×学連携モノづくり商談会」、医療機器・創薬・介護福祉・リサーチツール等の

分野のシーズと産業界とのマッチングを目指す「平成30年度 中部地区 医療・ 

バイオ系シーズ発表会」を同時開催します。 

本イベントでは、研究成果の展示会や最新の技術動向を探る講演会のほか、共同研

究、特許ライセンス、技術相談など、企業とパートナー関係を構築したい研究者と面

談できる個別商談会(裏面参照)を行います。 

「最近の技術動向を知りたい」「医療機器分野で活用できるシーズを探したい」

「技術的な課題を解決する糸口を見つけたい」企業の皆様のご来場をお待ちします。 

 

 

 

 

 

 

◆展示会(12：30～17：30)＜15 機関 32 シーズ＞ 大学・研究機関による研究成果や機器の展示を行います。 

◆講演会 ※要事前申込み。名古屋商工会議所 HP よりお申込みください。 

 主に医療機器分野で活用できる大学の最新の研究成果や技術動向をはじめ、産学連携で生まれた製品開発

の事例などをご紹介します。 

○講演①（13：00～13：45） 

「〈弱いロボット〉の研究－人との関わりを指向するロボットとそのインタラクションデザイン」 

豊橋技術科学大学 教授 岡田 美智男 氏 

○講演②（14：15～15：00） 

「マグネシウム合金を用いたステント開発について」 

不二ライトメタル株式会社 技術本部 取締役 井上 正志 氏 

○講演③（16：30～17：15） 

「ジャパンバイオデザイン－医療機器イノベーションを成功させるためのフレームワーク－」 

大阪大学 特任准教授 八木 雅和 氏 

◆ポスターセッション〈ブースツアー〉（13：45～14：00） 

2班に分かれて展示ブースを回り、研究紹介・意見交換を行います（計10件） 

◆口頭発表(15：15～16：15) 企業の皆様に最新の研究成果をプレゼンします。 

◆個別商談会(13：00～17：00) 参加大学・研究機関所属の研究者との個別商談会を開催します。 

[日時] 2018/12/12 (水) 12：30～17：30 
[会場] 名古屋商工会議所５F会議室ABCD 

（名古屋市中区栄 2-10-19） 

[参加費] 無料（入場・講演会・商談会参加） 
※入場の際は、名刺を２枚ご持参ください。  

同時開催 

入場無料 

＜産学連携モノづくり商談会＞ 主催：名古屋商工会議所 / 協力：（公財）名古屋産業科学研究所 

＜平成30年度 中部地区医療・バイオ系シーズ発表会＞ 主催：中部地区医療・バイオ系シーズ発表会実行委員会 

詳 細 は 裏 面 を 
ご 覧 く だ さ い 

☝申込はこちらから 

コード 



 

 

産学連携モノづくり商談会・中部地区バイオ系シーズ発表会に出展する研究者との個別商談会を実施します。 

大学等研究機関とパートナー関係を構築し、「技術的な課題を解決したい」「共同で研究を進めたい」という企業

の皆様は、積極的にご参加ください。 

 

◆商談会のポイント 

１．愛知・名古屋の大学を中心に、大学・研究機関と個別に 

面談できます（1 商談 30 分） 

２．最先端の技術・研究に触れ、新製品開発上の課題解決の

糸口を探せます 

３．技術相談や共同研究ができる研究者を探せます 

◆申込方法[〆切：11/28] 

「出展者一覧」（別紙）をご覧いただき、下記申込書に商談を希望する研究者の氏名、貴社名、 

ご連絡先など必要事項をご記入の上、E-mail にて事務局に提出してください。 

※研究者一覧は、ホームページでもご覧いただけます。 

申込先：名古屋商工会議所 産業振興部モノづくり・イノベーションユニット 小林・加藤 

      E-mail:mono@nagoya-cci.or.jp 

◆申込後の流れ 

・事務局にて面談日程を調整し、スケジュールをご連絡いたします。 

・商談会は 12/12（水）13：00～17：00 開催。指定の時間までに会場へお越しください。 

・商談時間は 30 分です。商談会場の隣で、商談会に参加する研究者の研究成果の展示・発表、 

講演会を開催します。商談の前後の時間に、ぜひご参加ください。 

◆イベント概要・商談会エントリー方法などのお問合せは・・・ 

・産学連携モノづくり商談会イベント概要、商談会エントリーについて 

名古屋商工会議所 産業振興部モノづくり・イノベーションユニット 加藤・小林 

TEL:052-223-8603  FAX:052-232-5752 E-mail:mono@nagoya-cci.or.jp 

・平成 30 年度 中部地区 医療・バイオ系シーズ発表会について 

名古屋大学 学術研究・産学官連携推進本部 E-mail:chubu_seeds@aip.nagoya-u.ac.jp 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

[〆切：11/28]個別商談会申込書 ➡(送付先）E-mail:mono@nagoya-cci.or.jp  FAX：052-232-5752 

面談希望者(リストに記載の番号をご記入ください➡)  

会社名  会員番号  

部署・役職  氏名  

TEL  E-mail  

希望時間帯 □13:00～14:00 □14:00～15:00 □15:00～16:00 □16:00～17:00 □17:00～17:30 

相談内容 □共同研究 □受託研究 □学術指導 □共同で助成金等獲得 □その他 

（詳細） 

※ご記入いただいた内容は、本商談会運営のほか、各種ご連絡に使用させていただきます。 
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    /  

出 展 者 一 覧 
  ＊個別商談会へご参加希望の方は、HP をご覧ください。  

  「産学連携モノづくり商談会」出展者（p.2~p.4）   

  No.1  愛知県立大学 複数の人の心拍・呼吸を電波で同時に測定するセンサ   

  No.2 産業医科大学、九州工業大学 1 滴で分かる！あなたの血液サラサラ度と生活習慣病   

  No.3 産業医科大学 腰痛の悩みを解決！スマートインソールで健康管理   

 No.4  豊橋技術科学大学 節足動物媒介性ウイルスのオンチップ感染症診断デバイスの開発  

 No.5 豊橋技術科学大学 多項目疾患マーカー検出のための半導体集積化バイオセンサ  

 No.6 名古屋大学 25 種類以上の元素を吸着できる新素材の応用と実用化  

 No.7 名古屋大学 力計測レンジ１０の６乗の水晶振動式荷重センサによる搭乗者検出  

 No.8  名城大学 
ヘルスケア、医療に資するメカトロニクス要素技術 
（真空吸着パッド・キャスタ型移動ロボット等）  

 No.9 名城大学 Mg 合金やポリ乳酸による医療用生体吸収性材料  

 「平成 30 年度 中部地区医療・バイオ系シーズ発表会」出展者(p.4~10)  

 No.10    
（公財）科学技術交流財団

(中部大学生命健康科学部） 
インフルエンザウイルス濃縮デバイスの開発  

 No.11   金沢医科大学 数理解析による心臓不整脈の発生機序と制御法の解明  

 No.12   金沢医科大学 致死性不整脈制御に資する in silico モデル開発  

 No.13    金沢大学 がん幹細胞を標的とした抗がん剤のスクリーニング技術  

 No.14     岐阜大学 4'-カチオン性アルキル修飾型 siRNA の合成と性質  

 No.15    岐阜大学 動物用患部保護材及び忌避剤  

 No.16    岐阜県情報技術研究所 身体動揺計測・解析技術を用いた股関節機能の予防に関する研究開発  

 No.17    中部大学 水溶解メラニンによる抗炎症・がん・アレルギー作用  

 No.18    名古屋大学 
医療を応用をめざした核酸誘導体の開発：細胞膜透過性オリゴ核酸、
抗ウイルス薬  

 No.19    名古屋大学 電子顕微鏡による生物試料、材料試料の構造解析  

 No.20    名古屋大学 良質な凍結標本を安定して作製できるゼラチン加包埋剤  

 No.21    名古屋大学 眼科手術シミュレーター：バイオニックアイ  

 No.22    名古屋大学 骨髄由来間葉系細胞による顎骨再生療法の実際  

 No.23    名古屋大学 三次元的に動く布型デバイスの開発と応用  

 No.24    名古屋大学 排便リズムの把握に役立つウェアラブル腸機能計測装置の研究開発  

 No.25    名古屋大学 簡便な細菌株の同定技術、並びに薬剤耐性能検出技術  

 No.26    名古屋工業大学 脳波を用いた人の状態測定とインタフェース  

 No.27    名古屋市立大学 ペプチド修飾による糖タンパク質の糖鎖修飾の制御  

 No.28    藤田医科大学 高効率なロタウイルス遺伝子操作系の確立  

 No.29     藤田医科大学 ES 細胞を用いた神経幹細胞株の効率的な樹立方法  

 No.30   藤田医科大学 がん転移関連分子 CERS6 を阻害する低分子化合物の探索  

 No.31    藤田医科大学 ヒト骨格筋由来筋衛星細胞・間葉系前駆細胞の利用  

 No.32    名城大学 
嫌気性細菌群の金属酸化/還元能による金属回収技術（バイオリーチン
グ）の開発  
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 産学連携モノづくり商談会  

 番号・研究者名 タイトル・本文  

  No.01 複数の人の心拍・呼吸を電波で同時に測定するセンサ   

  
愛知県立大学情報科学部 

准教授 神谷 幸宏 

近年、介護・医療の分野でも IoT による効率化が期待されていま

す。本発表では、ドップラーセンサと新しく提案した信号処理方式を

紹介します。これにより、これまで非常に難しかった複数の人の呼吸

を同時に非接触でモニタリングできるシステムを構築することが可能

となります。加えて、この方法は簡単でハードウェア化が容易です。

このため、本発表による簡単な方法をセンサ側に組み込んでデータを

処理し、結果だけをサーバーに伝送する構成を作ると通信回線への負

担は小さく、IoT 実現のコストが下げられます。本発表でその全体像

をご説明します。 

  

  想定される用途 高齢者見守りシステム、防犯システム、動物の管理   

        

  No.02 1滴で分かる！ あなたの血液サラサラ度と生活習慣病   

  

産業医科大学医学部 

大野宏毅、徳井教孝 他 

 

九州工業大学情報工学研究院 

坂本憲児、小林孝一朗  

血液粘度は、血液の流れやすさの指標です。血液粘度が上がると、
高血圧、高脂血症、糖尿病といった生活習慣病になりやすいことが分
かっています。 
従来の技術では、数ミリリットルの血液と、検査室での高価な測定装
置を使った検査が必要でした。 
そこで、「微量の血液でもその場で簡単に検査」が可能な技術を開発
しました。 
 ○糖尿病の患者さんが行っているような自己採血により、わずか１マ
イクロリットル採取するだけでＯＫ 
 ○微小流路と電極を配したチップに 1 滴たらし、電気伝導度と流動速
度から血液粘度を算出 
この技術の唾液など体液測定にも応用を進めています。マイクロチッ
プの試作品がありますので、是非ご覧ください。 

  

  想定される用途 

臨床検査会社などでの血液粘度測定サービス、家庭やドラッグスト

アなどでの健康セルフチェックサービス、医療現場での唾液や鼻汁な

ど体液の迅速な粘度測定 

  

        

  No.03 腰痛の悩みを解決！ スマートインソールで健康管理   

  
産業医科大学医学部 

筒井隆夫、中村英一郎 他 

あらゆる作業現場、職場で悩みのタネである「腰痛」。 

邪魔なデバイスを身に付けることなく、腰痛の見える化、発症予測を

行う、新たなシステムを開発しました。 

○靴の中敷に埋め込んだセンサで足裏の圧力を測定、圧力変化から不

良姿勢や動作を判別します。 

○スマホに蓄えられた姿勢データをもとに、より適切な腰痛診断と治

療につなげます。 

プロトタイプを開発。看護、パソコン作業、製造の現場でテストし、

有効性は確認済み。 

腰痛でお悩みの方、健康経営やヘルスケアビジネスなどに興味がある

方、医療・リハビリの効果測定にお困りの方、デバイスやシステムの

開発に興味がある方などは、是非、お立ち寄りください。 

  

  想定される用途 

職場での腰痛予防・緩和による生産性向上のためのサービス提供。
医療、リハビリ、介護現場での身体機能計測・改善サービス提供。腰
痛、姿勢、歩き方改善など自己健康管理のための情報提供サービス。 
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  No.04 節足動物媒介性ウイルスのオンチップ感染症診断デバイスの開発   

  

豊橋技術科学大学 

機械工学系 

教授 柴田 隆行 

本研究では、感染源を早期に発見することを目的とし、媒介節足動

物の遺伝子検査を迅速かつ簡便に実施するためのオンチップ感染症診

断デバイスの開発を目指している。本デバイスの主要な要素となる試

薬混合部および分注部の最適形状を調査し、２つの要素を一体形成し

たデバイスの性能を評価し、混合、分注が液体制御のみで操作するこ

とを実証できた。今後は、等温遺伝子増幅の基礎的検討も含め、一連

の動作を確認する予定。 

微細構造の転写が可能な成型メーカー、ポリマー材料同士の接合技術

を有する企業との連携を希望します。 

  

  想定される用途 
節足動物媒介性ウイルスのオンチップ感染症診断、農作物における

病害虫・ウイルス等のオンチップ遺伝子診断、各種遺伝子検査 
  

        

  No.05 多項目疾患マーカー検出のための半導体集積化バイオセンサ   

  

豊橋技術科学大学 

電気・電子情報工学系 

講師 髙橋 一浩 

生体分子やにおい物質をはじめとする分子を検出するセンサとし
て、光の干渉を利用して高感度に分子を計測するセンサを開発しまし
た。センサ表面に捕捉した分子による力学的変化を基板の表面ストレ
ス変化として伝えて可動膜の変位量として検出します。膜の変位に対
して、光透過率の指数関数的な変化を利用することにより、従来技術
の最少検出限界を 100 倍以上向上可能です。さらに CMOS イメージ
センサ技術との融合により、多項目の分子を同時に計測するシステム
を実現しました。 

  

  想定される用途 
簡易疾患（がんやアルツハイマー病など）マーカー検査。早期診

断、創薬、におい物質の検出。 
  

        

  No.06  25種類以上の元素を吸着できる新素材の応用と実用化   

  

名古屋大学医学系研究科 

教授 加藤 昌志 

特任助教 橋本 和宜 

【背景】米のカドミウム、マグロの水銀、ヒジキのヒ素等の食品に含
まれる有害元素は、日本人の健康に影響を与える。途上国では、数千
万人が飲用井戸水ヒ素汚染による健康被害を受けている。 
【シーズ】25 種類以上の元素を吸着できる新素材（特許 5857362
号）を発明した。本素材は、容易かつ安価に製造でき、リサイクル使
用（Kato et al。 Chemosphere 2016）もできる。 
【実用化】本素材等を用いて①飲用水・工場廃液・土木工事発生した
地下水の元素に対する浄化装置、②原発事故後の放射性元素汚染の浄
化、③土壌改良、④建築素材を開発・実用化するための産学共同研究
を希望する。 

  

  想定される用途 
飲用水・地下水から有害元素を除去できる浄化装置、工場廃液の元

素に対する浄化装置、原発事故後の放射性元素の浄化装置 
  

        

  No.07 力計測レンジ１０の６乗の水晶振動式荷重センサによる搭乗者検出   

  

名古屋大学大学院 

工学研究科 

マイクロ・ナノ機械理工学

専攻 

教授 新井 史人 

力計測レンジ１０の６乗の水晶振動式荷重センサを用いて、車の搭
乗者の有無を検出するセンサ及び信号処理技術。センサは小型、低消
費電力で温度特性に優れる。センサ・デバイス専門企業と連携して、
量産化を検討中。このセンサの車載事業化の可能性について発表する。 
このセンサのダイナミックレンジの広さは、ヘルスケアや医療機器産
業においても、微量の荷重変化の検出センサとして従来にない新たな
応用の展開が期待できる。 

  

  想定される用途 
車のシートにセンサを設置して、人・物の有無の判別。ヘルスケア

や医療機器分野における微量の荷重変化の検出。 
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  No.08 ヘルスケア、医療に資するメカトロニクス要素技術（真空吸着パッド・キャスタ型移動ロボット等）   

  
名城大学理工学部 

准教授 大原 賢一 

ヘルスケアや、医療分野におけるメカトロニクス技術応用の一例と

して、真空吸着パッドとキャスタ型移動ロボットについて紹介を行

う。真空吸着パッドは、柔軟に対象物になじみ吸着が可能なパッドと

なっており、医療用の液体封入物など、従来であれば把持が困難な対

象への応用が期待できる。一方で、キャスタ型移動ロボットは既存の

人の助けを必要とする介護装置に後付けで動力を付加することが出

来、介護機器運用に新たな提案を行うことが可能になる。これ以外の

シーズに加えて、関連する研究についても紹介を行う。 

  

  想定される用途 医療用機器・消耗品の製造現場、介護機器   

        

  No.09 Mg合金やポリ乳酸による医療用生体吸収性材料   

  
名城大学理工学部 

教授 服部 友一 

医療用デバイスの理想的な素材のひとつとして、生体内に移植さ

れ、所定の機能を果たした後に吸収・消失、あるいは生体組織と同化

し、摘出手術が不要となる材料が注目されている。当研究室では、水

と反応し分解・吸収されるマグネシウムを基材とた合金の研究開発

と、溶製された合金について動物実験による生体吸収性の評価を行っ

ている。また生体吸収性があり熱可塑性であるポリＬ型乳酸をフィラ

メントとし、3D-CT の画像情報と熱溶解積層型３Ｄプリンターを利用

したインプラントの造形、およびフィラメント素材としてポリＬ型乳

酸とリン酸カルシウム系セラミックスの複合化について研究を行って

おり、これらの研究の概要を紹介する。 

  

  想定される用途 
整形外科領域において骨折内固定への応用、外傷や腫瘍摘出による

骨欠損部への充填、骨粗鬆症により脆弱化した椎体の補強 
  

        

    

 平成 30 年度中部地区医療・バイオ系シーズ発表会  

  No.10 インフルエンザウイルス濃縮デバイスの開発   

  

（公財）科学技術交流財団

(中部大学生命健康科学部）

准教授 上村 和秀 

インフルエンザの早期診断や流行監視のためには、簡便、迅速かつ

高感度にウイルス粒子を検出する装置の開発が望まれる。中部大学で

は糖鎖修飾グラフェンを用いた小型高感度インフルエンザ検出器の開

発に成功しつつあるが、この検出器をオンサイトで簡便に使うために

はウイルス濃縮デバイスの開発が必要である。そこで本研究では、カ

ルシウムイオンに依存してインフルエンザウイルスと選択的に結合す

る生体防御タンパク質を応用して、インフルエンザウイルスを簡便、

迅速、高効率かつ傷つけることなく濃縮するデバイスを開発する。こ

のデバイスの開発によりうがい液などの希薄試料からでもウイルス検

出が可能となり、早期診断に貢献できる。 

  

  想定される用途 
ウイルス濃縮デバイス､侵襲性のないインフルエンザ診断、活性を保

持した状態での効率的ウイルス濃縮 
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  No.11 数理解析による心臓不整脈の発生機序と制御法の解明   

  
金沢医科大学医学部 

教授 倉田 康孝 

当研究室では、心筋細胞における異常自動能・不整脈の発生機序解

明と合理的制御法の確立を目指し、コンピュータシミュレーションと

数理解析とを併用したモデル心筋細胞の動的応答解析研究を進めてい

る。異常自動能・不整脈の誘発に関わる分子（パラメータ）の同定、

これらの異常応答を制御し得る創薬標的分子（パラメータ）の理論的

探索を行っており、今回はＱＴ延長症候群における早期後脱分極の発

生機序と制御方法に関する解析例を紹介する。 

  

  想定される用途 

各種病態・薬物投与下での異常自動能・不整脈発現の機序解明､異常

自動能・不整脈の合理的制御法確立と不整脈治療への応用、創薬（新

規抗不整脈薬や心毒性の低い治療薬の開発） 

  

        

  No.12 致死性不整脈制御に資する in silico モデル開発   

  
金沢医科大学医学部 

准教授 津元  国親 

当研究室では心臓をターゲットとし、致死性不整脈の非侵襲的制御
方法の確立を目指した in silico モデルの研究開発を進めている。コン
ピュータシミュレーションを活用した不整脈発生機序の解明を通じ
て、心臓組織上での興奮伝播を薬理的に制御しうるターゲット分子
（創薬標的分子)を探索している。今回は心筋細胞レベルから組み上げ
た心室組織モデル上での興奮伝播シミュレーションとその応用例を紹
介する。 

  

  想定される用途 

先天性ならびに後天性不整脈の発生機序の理解､新規分子標的薬・抗

不整脈薬などの創薬標的探索、in silico モデル開発ならびに数理解析

技術の応用 

  

        

  No.13 がん幹細胞を標的とした抗がん剤のスクリーニング技術   

  

金沢大学 

医薬保健研究域薬学系 

准教授 檜井 栄一 

グリオブラストーマ（脳腫瘍）は難治性がんであり、有効な治療薬
は開発されていない。私たちは、たんぱく分解酵素 Smurf2 の新しい
機能修飾部位を発見し、がん幹細胞での機能修飾が、がんの発症・進
展に大きく関わっていることを見出した。さらに私たちは、Smurf2 の
機能修飾部位に作用する化合物をスクリーニングできるアッセイ系
（無細胞系でシンプルかつ安価）を立ち上げた。このスクリーニング
系を用いて、Smurf2 の機能を調節する化合物を見出し、がん幹細胞を
標的とした新しい抗がん剤の開発を進めていきたい。 

  

  想定される用途 

難治性がん（脳腫瘍：グリオブラストーマなど）の治療薬のスクリ

ーニング､希少性骨系統疾患（軟骨無形性症など）の治療薬のスクリー

ニング 

  

        

  No.14 4'-カチオン性アルキル修飾型 siRNA の合成と性質   

  

岐阜大学応用生物科学部 

応用生命科学課程 

教授 上野 義仁 

核酸医薬、特に siRNA 医薬は、その特異性と安全性の高さから次世
代の抗がん剤候補として大きく期待されているが、①体内での不安定
性や、②標的細胞、組織への効率的な送達が課題となり、未だ医薬品
として世に出ているものはない。本研究開発では、上記課題を克服す
る為、1)siRNA に新規化学修飾を施して生体内でも安定な siRNA を創
出し、2)がん細胞表面に過剰発現している受容体を標的としたリガン
ド・パイロット分子をコンジュゲートとして、上記安定化 siRNA と組
み合わせることによりシンプルで有効性と安全性に優れた核酸医薬を
創出することを目的として研究を行った。今回の発表会では、これま
で得られた成果を発表する。 

  

  想定される用途 
核酸医薬：特異性と安全性の高い抗がん活性 siRNA 医薬、 

遺伝子検出試薬：蛍光性色素を結合させ遺伝子検出試薬 
  

        



6 

  No.15 動物用患部保護材及び忌避剤   

  

岐阜大学応用生物科学部 

附属動物病院 

准教授 柴田 早苗 

犬などの小動物において、創傷治療のために患部に装着した包帯や

ガーゼを舐めたり剥したりすることによって、患部を悪化させること

がある。患部へのアクセスを物理的に防ぐために、エリザベスカラー

やペット用メデイカルウェアが開発され使われてきたが、視界不良や

運動制限などによって、動物に多大なストレスを与えることが問題と

なっている。我々は、犬がミツバチの巣材であるプロポリス抽出物に

対して強い忌避作用を示すことを見出した。このプロポリス抽出物を

利用することにより、患部を保護することができる。また、プロポリ

スには抗菌作用があるため、患部を感染から防ぎ、昨今問題になって

いる多剤耐性菌の発生防止も期待できる。 

  

  想定される用途 犬、猫のような小型のコンパニオンアニマル用創傷保護材   

        

  No.16 身体動揺計測・解析技術を用いた股関節機能の予防に関する研究開発   

  

岐阜県情報技術研究所 

情報システム研究部 

専門研究員 曽賀野 健一 

簡易な床反力計を用いた身体動揺計測・解析技術を開発し、臨床的

所見にみられる股関節症例の現象を説明できると考えられるパラメー

タを提案。健康増進施設等の利用者を対象に、この技術を用いて床反

力情報を収集し、股関節機能の衰弱が疑われる要因を考察した。 

  

  想定される用途 
リハビリテーションの経過観察を目的とした身体動揺計測・可視化

支援ツール､予防・健康増進を目的とした健康管理ツール 
  

        

  No.17 水溶解メラニンによる抗炎症・がん・アレルギー作用   

  

中部大学生命健康科学部 

生命医科学科 

准教授 川本 善之 

メラニンは生体内で生合成される重合性天然物質であり、あらゆる

溶媒に不溶性であることが知られる。我々が独自の方法で作製した水

溶解メラニンは、正常細胞を含めて明確な細胞毒性を示すことなく、

１.マクロファージにおける炎症刺激応答の抑制、２.がん細胞の転移・

増殖抑制、３.抗アレルギー作用を示すことを見出した。さらに、

500mg/kg/day の投与量にて隔日でマウスへの胃内強制投与を 3 か月

間継続して行ったが、少なくとも体重、摂餌・飲水量を調べた上では

明確な毒性的影響は見られなかった。以上のことから、当該メラニン

は安全性が高く、炎症、がん、アレルギーに対する新規薬剤や既存薬

の補助剤への開発につながり得る。 

  

  想定される用途 
抗炎症剤および補助剤､抗がん剤およびその補助剤、抗アレルギー

剤、アレルギー抑制食品 
  

        

  No.18 医療を応用をめざした核酸誘導体の開発：細胞膜透過性オリゴ核酸、抗ウイルス薬   

  

名古屋大学大学院 

理学研究科 

教授 阿部 洋 

①siRNA 及びアンチセンス核酸の末端に導入することで細胞膜透過性

を飛躍的に向上させることができるジスルフィドユニットを開発し

た。この核酸誘導体は、一般的に用いられるリポフェクタミンを用い

た場合よりも高い遺伝子発現抑制作用を示す。 

②ウイルスの逆転写酵素を不可逆的に阻害する核酸誘導体を開発し

た。これまでに培養細胞実験において、B 肝炎ウイルスの増殖を抑え

ることを確認している。 

  

  想定される用途 
培養細胞に振りかけるだけで遺伝子発現を抑制できる膜透過性

siRNA 試薬､核酸医薬、抗ウイルス薬 
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  No.19 電子顕微鏡による生物試料、材料試料の構造解析   

  

名古屋大学 

未来材料・システム研究所 

特任准教授 荒井 重勇 

名古屋大学はナノプラットフォーム事業で、反応科学超高圧電子頭

微鏡をはじめとする最先端の電子顕微鏡群を用いて、生体試料の形態

学的および分子生物学的研究を支援しており、多くの企業や研究機関

にご利用をいただいています。講演では研究課題解決のための利用例

を紹介します。 

  

  想定される用途 電子顕微鏡による生物試料観察､立体構築像   

        

  No.20 良質な凍結標本を安定して作製できるゼラチン加包埋剤   

  

名古屋大学大学院 

医学系研究科 

技師 牛田 かおり 

凍結組織標本は、病院の臨床の場において最近 10 年間に 57684 件

から 148,896 件と約 2.6 倍に急増している手術中迅速病理診断や、大

学など研究の場において抗原性・核酸の優れた保持性を利用した免疫

染色等の解析で広く利用されている。凍結標本の作製には、合成ポリ

マーを基剤とした凍結包埋剤が使われるが、組織との親和性を欠くた

めに、組織の脱落や破れなどのトラブルが生じることが少なくない。

本発明の包埋剤は、ゼラチン添加によって組織と包埋剤の親和性を高

めつつ切片強度を上げることに成功し、良質な凍結標本を容易に安定

して作成するのに役立つ。また、現在さらにゼラチンよりも取り扱い

やすく良質な標本作製に適した包埋剤の開発も進めている。 

  

  想定される用途 病院での手術中迅速診断用または研究用凍結標本作製用包埋剤   

        

  No.21 眼科手術シミュレーター：バイオニックアイ   

  

名古屋大学大学院 

工学研究科 

特任助教 小俣 誠二 

頭部形状をリアルに再現した眼科手術シミュレータを開発し、二種

類の網膜硝子体手術用眼球モデルの開発、および一つの変形表示機能

の統合に成功した。これにより、従来では行うことの出来なかった手

技の模擬と評価を行うと共に、一連の手術トレーニングを行うことが

可能となった。さらに、手術モデルとして、内境界膜（ＩＬＭ）剝離

術とマイクロカニュレーション手術をモデル化した模擬眼球の開発に

成功した。 

  

  想定される用途 
硝子体手術の一つである内境界膜剝離術の手技模擬が可能。 

実際の手術と同様の機材による一連の手術動作の練習が可能。 
  

        

  No.22 骨髄由来間葉系細胞による顎骨再生療法の実際   

  

名古屋大学大学院 

医学部付属病院 

病院講師 清水 忍 

顎骨欠損に対して、骨再生医療が複数の施設で実施されている。名

古屋大学医学部附属病院は全国で最も早く取り組み、先端医療・臨床

支援センターのバイオマテリアル調整ユニットを整備した。そして、

約 100 例の症例を実施してきた。本発表では、名古屋大学医学部附属

病院で実施されている骨再生医療の実際を提示する。 

  

  想定される用途 
顎骨の外傷や腫瘍による顎骨欠損に対する骨再生医療､特定細胞加工

物の調整方法 
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  No.23 三次元的に動く布型デバイスの開発と応用   

  

名古屋大学大学院 

工学研究科 

助教 舟洞 佑記 

柔軟かつ三次元的な動作が可能な布型デバイス（能動体デバイス）

の研究・開発に取組んでいる。多数の細くてしなやかな空気圧駆動の

マッキベン型の人工筋（細径人工筋）と、細径人工筋よりも収縮率が

低く変形可能な素材（基材）を層状に配置、両者の相対移動量を制限

する構成を、能動体デバイスの基本構成とする。人工筋の長手方向の

伸縮変形を取扱った既存デバイスに対し、基材と人工筋配置の工夫、

人工筋の制御により、人工筋長手方向以外の変形も広く実現できる。

即ち、単一デバイスで非常に高い自由度での変形が可能なデバイスが

製作できる。当日はポスターとスライドに加え、実際の布型デバイス

を用意し、簡単な動作を紹介する予定である。 

  

  想定される用途 
支持力が調整可能なサポーター用途､所望の筋肉を鍛えるトレーニン

グ用途、正しい動作への誘導用途（動作教示・リハビリ補助） 
  

        

  No.24 排便リズムの把握に役立つウェアラブル腸機能計測装置の研究開発   

  

名古屋大学大学院 

医学系研究科 

教授 前川 厚子 

小型の腸電位計測装置のプロトタイプを作成、健常人による経時的

な腸電位の測定に成功しました。現在、株式会社松栄電子研究所等の

協力を得て産学連携によりデータ収集、解析・予測アルゴリズムの構

築を進め、更に小型のウェアラブルデバイスを研究開発中です。本デ

バイスは、便の通過による大腸反射運動を腸電位より推定し、排便リ

ズムを把握して、便予測や服薬効果の「見える化」を可能にします。

中・重度要介護者の排泄ケア支援や、便失禁の予防、慢性便秘の改善

等、健康長寿のバロメーターとなる会食・快便の実現に貢献できると

期待されます。 

  

  想定される用途 中・重度要介護者の排泄ケア支援､便失禁の予防、慢性便秘の改善   

        

  No.25 簡便な細菌株の同定技術、並びに薬剤耐性能検出技術   

  

名古屋大学大学院 

工学研究科 

准教授 安井 隆雄 

本発表では、電流計測技術と機械学習技術を組み合わせた菌株の同

定技術と薬剤耐性菌の識別技術の紹介を行う。電流計即時に外部摂動

を加えることで、電流シグナルに菌株に特徴的なシグナルを上乗せ

し、そのシグナルを機械学習することで、菌株や薬剤耐性菌の識別に

成功している。 

  

  想定される用途 薬剤耐性検査､菌株探索   

        

  No.26 脳波を用いた人の状態測定とインタフェース   

  

名古屋工業大学大学院 

工学研究科 

准教授 船瀬 新王 

脳波を用いたヒトの状態推定の提案を行う。簡易脳波計を用いて、

ヒトの思考を抽出することにより体を動かすことのないインタフェー

スの構築やヒトの疲労や感情を推定する技術である。例えば車の高度

IT 化によりインタフェースの複雑化、または運転者の状態推定は大き

な問題になっているととらえている。このような、脳波を用いた状態

推定はその一助になると考えている。この技術のポイントはどのよう

な脳波をとらえれば必要な情報を得られるかという脳波計測のノウハ

ウととらえたノイズまみれの信号をどのような信号処理で処理するか

という点である。 

  

  想定される用途 

これまでアンケートを用いてきた感性評価にとって代わる定量的な

評価､脳に関する病気や疲労、感情の簡易な測定、パソコン等を念じた

だけで動かすためのインタフェース 
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  No.27 ペプチド修飾による糖タンパク質の糖鎖修飾の制御   

  

名古屋市立大学大学院 

薬学研究科 

講師 矢木 宏和 

糖鎖構造は、ゲノムに直接制御されていないため、任意の糖鎖構造

を発現させた糖タンパク質を調製することは一筋縄ではいかない。私

たちは、哺乳動物細胞の発現系を用いて、任意の糖鎖構造を有する糖

タンパク質の効率的な生産方法を開発してきた。具体的には、血液凝

固因子由来の 10 残基ペプチドや LAMP1 由来の 22 残基のペプチドを

糖タンパク質の C 末端に付加することで、糖タンパク質の生産量を上

げるとともに、タンパク質にシアル酸やフコースを結合させた糖鎖を

発現させることに成功している。 

  

  想定される用途 
糖鎖を制御したバイオ医薬品の開発・製造､糖鎖構造を制御した糖タ

ンパク質の合成 
  

        

  No.28 高効率なロタウイルス遺伝子操作系の確立   

  
藤田医科大学医学部 

講師 河本 聡志 

重要な下痢症ウイルスであるロタウイルスを任意に人工合成するこ

とは、新規ワクチンの開発のみならず、腸管指向性ウイルスベクター

や粘膜免疫誘導ワクチンベクターの開発にもつながる。私たちは、ロ

タウイルスゲノムをコードする 11 本のプラスミドのみから、しかも

効率良くロタウイルスを人工合成する方法の開発に成功した。これ

は、細胞導入する 11 本の遺伝子のうち、NSP2 遺伝子と NSP5 遺伝子

のプラスミド量を調整することにより、ロタウイルスの人工合成効率

が飛躍的に向上することを見い出したものである。この改良した遺伝

子操作系を用いることで、発光酵素（NaNo.Luc）や蛍光蛋白質

（EGFP、mCherry）といった大きなサイズの外来遺伝子を発現する

組換えロタウイルスの作成に成功した。 

  

  想定される用途 
新規ロタウイルスワクチンの開発､腸管指向性ウイルスベクターの開

発、粘膜免疫誘導ワクチンベクターの開発 
  

        

  No.29 ES 細胞を用いた神経幹細胞株の効率的な樹立方法   

  
藤田医科大学医学部 

助教 小谷 侑 

多能性幹細胞を用いた分化誘導系は、再生医療の開発に寄与すると

ともに、様々な細胞・組織・器官の発生や機能を解析するための優れ

た研究ツールを提供する。我々はマウス ES 細胞から視床下部など神

経組織の分化誘導系を用いて、細胞分化に関する基礎研究や、再生医

療への応用を目指した技術開発を行っている。マウス ES 細胞は培養

操作やゲノム編集が容易であること、分化誘導の時間が短いこと、動

物実験に研究を拡張しやすいことなど、ヒト多能性幹細胞と比べて汎

用性が高いという利点がある。本発表では、マウス ES 細胞から誘導

した神経幹細胞を簡便かつ効率的に精製し、株化する技術を紹介す

る。 

  

  想定される用途 
神経幹細胞の培養研究ツール､移植実験用の神経幹細胞の調製、薬剤

スクリーニングのための神経系細胞の大量調製 
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  No.30 がん転移関連分子 CERS6 を阻害する低分子化合物の探索        

  
藤田医科大学医学部 

分子腫瘍学助教 竹内 俊幸 

組織や細胞を構成している生体高分子の一つである脂質は、細胞活

動のエネルギー源、細胞膜の構成成分、情報伝達などに関与してい

る。我々は非小細胞肺癌の遺伝子発現プロファイルデータを用いて脂

質代謝遺伝子群からセラミド合成酵素の一つ CERS6（Ceramide 

Synthase 6）が発現増加傾向と高発現症例では予後不良であることを

見出した。さらにセラミド合成を介して細胞遊走性を促進し、マウス

肺転移モデルにて癌転移性を亢進することも明らかにした。これら研

究結果から、CERS6 活性を抑制する分子は肺がん転移抑制剤になりう

ると考え、2 万 7 千低分子化合物のスクリーニングを行なった。本発

表ではこのスクリーニング結果と今後の展望について報告を行う。 

  

  想定される用途 
肺がんの転移抑制剤の開発､非小細胞肺癌をはじめとする悪性腫瘍に

対する治療薬への応用 
  

        

  No.31 ヒト骨格筋由来筋衛星細胞・間葉系前駆細胞の利用   

  

藤田医科大学 

総合医科学研究所 

 難病治療学研究部門 

助教 中谷 直史 

難病治療学研究部門では、ヒト骨格筋から、筋衛星細胞（筋芽細

胞）と間葉系前駆細胞を単離、培養する技術があります。単離したヒ

ト筋衛星細胞は筋管細胞へ分化が可能で、間葉系前駆細胞は誘導条件

により、骨、脂肪へ分化します。骨格筋内における、筋分化促進（抑

制）、骨分化促進（抑制）、脂肪分化促進（抑制）などに関連した疾

患で調べてみたい薬剤、化合物がありましたら細胞へ添加し評価する

ことが出来ます。骨格筋の維持についてのメカニズムの解明が達成さ

れれば、加齢によるサルコペニア、廃用性の筋萎縮、がん患者で見ら

れる悪液質の改善が期待され、また筋肉内の異所性骨化、脂肪化が抑

制できれば、病態を改善することが出来ます。 

  

  想定される用途 
骨格筋の分化促進因子の探索､骨格筋内異所性脂肪抑制薬の探索、骨

格筋内異所性骨化抑制薬の探索 
  

        

  No.32 嫌気性細菌群の金属酸化/還元能による金属回収技術（バイオリーチング）の開発   

  
名城大学農学部 

准教授 細田 晃文 

電子機器などに含まれるリサイクルの難しい金属類は、適切に処理

されない限り、野積みなど環境中に放置され、含まれていた重金属の

漏出により、環境を汚染することになります。このような状況は特に

海外（中国、東南アジア）では周辺地域に暮らす人々の健康被害をも

たらしています。我々は、こうした環境中の重金属汚染を低減あるい

は無害化することを目指し、重金属類の酸化または還元ができる嫌気

性細菌群集（マイクロコズム）の構築とその安定的培養方法の確立を

行っています。このマイクロコズムを利用することは、重金属などの

汚染環境を温和な条件で改善することができ環境への負荷を低減する

ことが可能です。 

  

  想定される用途 
環境中の重金属汚染の低減あるいは無害化､レアメタルの効率的な回

収 
  

        

 


