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生体信号
画像処理

24時間心拍変動モニタリングによる敗血症性ショック発症の予知

横田 康成 （岐阜大学 工学部 応用情報学科 教授） http://www1.gifu-u.ac.jp/~yktlab/

24 Hours Monitoring System of Heart Rate Variability to Predict Septic Shock Development 13：20～13：35

ICUに入院していた約160名の患者に対し、データベース化されている心電図
から心拍変動(HRV)を算出し、その変化と敗血症発症の有無との関係を調査し
た。これより、敗血症性ショック発症の12-36時間前からHRVが徐々に減少し、
その後、一転して上昇に転じる傾向を捉えた。リアルタイムに心拍変動(HRV)を
算出し、こうした変化のパターンを常時モニタリングすることにより、敗血症発症
の予知が可能になると期待される。

想定される用途
・・生体情報モニタ    
・診断支援    
・携帯HRV計      
  

Yasunari YOKOTA, Gifu University

2
医療情報

MRIを用いて組織性状を計測・可視化する技術の開発と応用

紀ノ定 保臣 （岐阜大学 大学院医学系研究科 医科学専攻 教授 /大学院連合創薬医療情報研究科 医療情報学専攻 研究科長） http://www.med.gifu-u.ac.jp/
http://www.souyaku.gifu-u.ac.jp/

Development on Technology to Visualize Tissue Characterization with MRI 13：35～13：50

Yasutomi KINOSADA, Gifu University

3
免疫学

相同組換え可能なレトロウイルスベクター

岸 　裕幸 （富山大学 大学院医学薬学研究部 免疫学 准教授） http://www.med.u-toyama.ac.jp/immuno/top.html

Retrovirus vector for inserting an objective gene with homologous recombination 13：50～14：05

Hiroyuki KISHI, University of Toyama 　　　　　　　

4
動物モデル

自然発症肺線維症のヒト化マウスモデルの開発

ガバザ エステバン （三重大学 大学院医学系研究科 生命医科学専攻 教授）
Development of a humanized mouse model of pulmonary fibrosis 14：05～14：20

Gabazza Esteban, Mie University　　　　　

5
皮膚科学

皮膚に対する色素沈着毒性を鋭敏に評価できるマウスの開発

飯田 真智子 （中部大学 生命健康科学研究所 研究員）
Novel model mice that are useful for assesment of skin toxicity 14：20～14：35

Machiko IIDA, Chubu University

6
有機合成化学

光学活性β－アミノニトリル化合物の効率的合成

中村 修一 （名古屋工業大学 大学院工学研究科 未来材料創成工学専攻 准教授） http://www.ach.nitech.ac.jp/~organic/shibata/index.html

Efficient syntheses for optically active b-aminonitriles 14：35～14：50

Shuichi NAKAMURA，Nagoya Institute of Technology　

ＭＲＩを用いて組織の病変・異常を早期に、かつ定量性を持って診断することを可
能とする新しい撮像手法を開発した。技術的にはOff Resonanceの照射パル
スを印加して得られた画像データと、印加しない通常画像データの信号強度を
提案する計算式（ECR：等価交差緩和比として定義）に代入することによって得
られる画像は、組織性状を敏感に反映した定量画像になり得ることを示したもの
である。臨床現場での有用性は既に実証済みである。

想定される用途
・日常臨床での画像診断    
・日常臨床での治療計画    
・病変組織の全身３D化    

近年、相同組換えによりを用いて、目的遺伝子をベクターに導入する方法が開
発され、迅速かつ効率的な方法として、その使用が広がっている。レトロウイル
スベクターは遺伝子治療等で使用されているが、ベクター自身の内部に相同な
配列を有するため、これまで、相同組換えを用いて、目的遺伝子を導入すること
ができなかった。本発明は、相同組換えを用いて、目的遺伝子を導入できる、レト
ロウイルスベクターを提供する。

想定される用途
・遺伝子クローニング    
・遺伝子治療    

今まで、TGF-β１遺伝子の一部をマウスの肺に導入した報告はあるが、本発明
はヒト全長TGF-β１遺伝子の発現により生体内での活性化を含めた自然発症モ
デルである。マウスsurfactant protein Cのプロモーター領域に配置されて
いるヒトtransforming growth factor(TGF)-β1の全長遺伝子が導入された
トランジェニック(TG)マウスである。本TGマウスでは肺特異的にTGF-β1遺伝
子が発現され、生後１０週齢から自然発症的に肺線維症を認める。

想定される用途
・肺線維症、肺高血圧症、気道リモデリング、COPDなどのヒト慢性肺疾患の新規
治療薬の開発

・TGF-β1による肺がんの発がん機序の研究と新規治療薬の開発
・肺組織におけるTGF-β1過剰発現による免疫系の異常の研究  
     

紫外線は、肝斑(シミ)・日光黒子等の過剰なメラニン沈着を伴う慢性障害を誘発
する。さらに、外用で使用する石鹸や化粧品等の製品も、紫外線と同じように皮
膚の色素異常を誘発することがある。我々は、紫外線等の外的刺激に対して感
度よく反応し、短時間で肝斑や日光黒子を発症する新規モデルマウスを新規に
樹立した。本発表では、開発したモデルマウスを対象として、外用製品等の皮膚
毒性評価等に応用する方法を紹介する。

想定される用途
・紫外線を介した色素沈着への影響を評価できる   
・紫外線を介した皮膚障害（肝斑・日光黒子）への影響を解析できる
・皮膚に外用する製品に対する色素沈着の影響を評価できる  
  

光学活性β-アミノニトリル化合物は、多くの天然物や生理活性物質を合成する
上で重要な化合物である。我々は、パラジウムによってシアノ基を活性化し、
種々のイミン類と反応させることにより、広範囲の光学活性β-アミノニトリル化
合物が合成できると考えた。そこで、以前に我々独自で開発してきた光学活性
パラジウム触媒を用いて検討を行ったところ、幾つかの光学活性β-アミノニトリ
ル化合物の効率的合成法の開発に成功した。

想定される用途
・医薬品への展開    
・化成品への展開    
・光学活性物質の効率的不斉合成    

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・
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交流会18：20～19：20

14：20～14：35

14：35～14：50

14：55～15：10

皮膚に対する色素沈着毒性を鋭敏に評価できるマウスの開発

光学活性β－アミノニトリル化合物の効率的合成

制がんのための新規ドラッグデリバリー技術に応用可能な腫瘍ホーミングペプチドの開発

中部大学 生命健康科学研究所 研究員　飯田 真智子

名古屋工業大学 大学院工学研究科 未来材料創成工学専攻 准教授　中村 修一

愛知県がんセンター研究所 腫瘍病理学部 部長　近藤 英作

15：40～15：55

15：55～16：10

16：25～16：50

セロトニントランスポーターの代謝を標的としたうつ病の診断・治療薬開発

強力な免疫抑制作用を有する脂肪組織由来幹細胞の新規調整法

「基調講演] 成人T細胞性白血病・リンパ腫に対する抗体療法

名城大学 薬学部 地域医療薬局学 教授　鍋島 俊隆

名古屋大学 医学系研究科 腎臓内科学 准教授　丸山 彰一

53シーズと6ベンチャー　合計59件のシーズを展示する他、中部地区のバイオ振興の各種取り組みも紹介します。

愛知医科大学 医学部 腫瘍免疫寄附講座 教授　上田 龍三

休　憩14：50～14：55

休　憩16：10～16：15

プログラムプログラムプログラム Meeting Schedule

5 皮膚科学

6 有機合成化学

7 病理学

15：10～15：25 樹状細胞標的化バイオナノカプセルを用いる高免疫原性ワクチン
名古屋大学 生命農学研究科 生命技術科学専攻 教授　黒田 俊一8 ワクチン

15：25～15：40 脳出血や炎症性大腸炎を誘因・増悪する虫歯菌の検出方法
浜松医科大学 医学部 薬理学講座 教授　梅村 和夫9 検出キット

10 神経精神薬理

11 幹細胞

16：15～16：25 中部先端医療開発円環コンソーシアムについて
中部先端医療開発円環コンソーシアム理事長／名古屋大学附属病院長　松尾 清一

16：50～17：15「基調講演]インターフェロン反応チップ
金沢大学 医薬保健研究域 医学系 教授　金子 周一

17：20～18：20 シーズ展示会（発明・展示者の滞在コアタイム） ※展示は13:15よりご覧いただけます。

1 生体信号画像処理

2 医療情報

3 免疫学

主催者挨拶13：00～13：15

13：20～13：35

13：35～13：50

13：50～14：05

24時間心拍変動モニタリングによる敗血症性ショック発症の予知

MRIを用いて組織性状を計測・可視化する技術の開発と応用

相同組換え可能なレトロウイルスベクター

岐阜大学 工学部 応用情報学科 教授　横田 康成

国立大学法人名古屋大学 副総長、産学官連携推進本部長、附属病院長　松尾 清一
独立行政法人科学技術振興機構 産学連携展開部 部長　黒木 敏高

岐阜大学 大学院医学系研究科 医科学専攻 教授 /大学院連合創薬医療情報研究科 医療情報学専攻 研究科長　紀ノ定 保臣

富山大学 大学院医学薬学研究部 免疫学 准教授　岸 　裕幸

4 動物モデル
14：05～14：20 自然発症肺線維症のヒト化マウスモデルの開発

三重大学 大学院医学系研究科 生命医科学専攻 教授　ガバザ エステバン

研究成果の実用化に向けて～JSTの産学連携・技術移転支援事業のご紹介～13：15～13：20   科学技術振興機構 技術移転総合相談窓口

全国の企業と交流し、医療・バイオ産業の活性化をめざします
中部地区の大学・研究機関から最先端のシーズを発信！

主 催 

▲

 中部地区医療・バイオ系シーズ発表会実行委員会、独立行政法人科学技術振興機構
 株式会社日本能率協会コンサルティング（平成24年度地域新成長産業創出促進事業／中部経済産業局補助事業者）
後 援 

▲

 独立行政法人中小企業基盤整備機構中部本部、全国イノベーション推進機関ネットワーク、公益財団法人科学技術交流財団
 一般社団法人中部経済連合会、中部医療機器工業協会、名古屋商工会議所、公益財団法人名古屋産業科学研究所 中部ＴＬＯ
 愛知県、名古屋市、三重県、岐阜県、中部先端医療開発円環コンソーシアム、NPOバイオものづくり中部、名古屋大学協力会

2012年12月4日● 13：00～19：20
ウインクあいち10階 （愛知県・名古屋市）

火
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先端医療開発、臨床試験推進における臨床研究事例B

A

先端医療開発、臨床試験推進における臨床研究事例　C

13：15～19：20 シーズ展示会 ※発明・展示者が17:20～展示ブースに立ちます。
展
示
会

中部地区での先端医療開発・臨床試験推進の取組み

13：20～16：10発明者による口頭発表後、ポスター会場にて個別に質疑応答を行います。



中部地区 医療・バイオ系シーズ発表会

中部地区 医療・バイオ系シーズ発表会　申 込 書　2012年12月4日（火）

アンケートにご協力ください

Ｅ-mail
アドレス

ＸＡＦ　話　電

氏　名
所 属
役 職

会社名
（正式名称）

　

所在地
（勤務先）

〒
ふりがな

ふりがな

□ Ｅ-mailによる案内を希望しない

参加希望
（ 印）
希望されない場合は、
チェックをお願いします。

Access会場のご案内Contact Usお問い合わせ

ご登録いただいたメールアドレスへ主催者・関係者から、各種ご案内（新技術説明会・
展示会・公募情報等）をお送りする場合があります。

科学技術振興機構 産学連携グループ　行 FAX：03-5214-8399 ※当日は本紙をご持参ください

FAX 03-5214-8399
ホームページまたはFaxにてお申し込みください。

あなたの業種を教えてください。（いずれか１つ）
①□食品・飲料・酒類　②□紙・パルプ／繊維　③□医薬品・化粧品　④□化学　⑤□石油・石炭製品／ゴム製品／窯業
⑥□鉄鋼／非鉄金属／金属製品　⑦□機械　⑧□電気機器・精密機器　⑨□輸送用機器　⑩□その他製造　
⑪□情報・通信／情報サービス　⑫□建設／不動産　⑬□運輸　⑭□農林水産　⑮□鉱業／電力／ガス／その他エネルギー
⑯□金融／証券／保険　⑰□放送／広告／出版／印刷　⑱□商社／卸／小売　⑲□サービス　⑳□病院・医療機関　
㉑□官公庁／公益法人・NPO／公的機関　㉒□学校・教育・研究機関　㉓□技術移転／コンサル／法務　
㉔□その他（　　　　　　　　　　　　　）
あなたの職種を教えてください。（いずれか１つ）
①□研究・開発（民間企業）　②□経営・管理　③□企画・マーケティング　④□営業・販売　⑤□広報・記者・編集
⑥□生産技術・エンジニアリング　⑦□コンサルタント　⑧□知財・技術移転（民間企業）　⑨□研究・開発（学校・公的機関）
⑩□知財・技術移転（学校・公的機関）　⑪□学生　⑫□その他 （　　　　　　　　　　　　　）
あなたの来場目的を教えてください。（いくつでも）
①□技術シーズの探索　　　　②□関連技術の情報収集　　　③□共同研究開発を想定して
④□技術導入を想定して　　　⑤□その他（　　　　　　　　　　　　　）
関心のある技術分野を教えてください。（いくつでも）
①□化学　　②□機械・ロボット　　③□電気・電子　　④□物理・計測　　⑤□農水・バイオ
⑥□生活・社会・環境　　⑦□金属　　⑧□医療・福祉　　⑨□建築・土木　　⑩□その他（　　　　　　　　　　　　）

□１ □2 □3 □4 □5 □6 □7 □9 □10 □11 □A □B □C □シーズ展示会□8

http://jstshingi.jp/chubu-med-bio/2012/

中部地区 医療・バイオ系シーズ
発表会について

新技術説明会について

科学技術振興機構
産学連携グループ

0120-679-005
03-5214-7519☎
scett@jst.go.jp

・
・
・

7
病理学

制がんのための新規ドラッグデリバリー技術に応用可能な腫瘍ホーミングペプチドの開発

近藤 英作 （愛知県がんセンター研究所 腫瘍病理学部 部長） http://www.pref.aichi.jp/cancer-center/ri/01bumon/02shuyo_byori/index.html

Tumor-homing peptides for anti-cancer drug delivery systems 14：55～15：10

Eisaku KONDO, Aichi Cancer Center Research Institute

8
ワクチン

樹状細胞標的化バイオナノカプセルを用いる高免疫原性ワクチン

黒田 俊一 （名古屋大学 生命農学研究科 生命技術科学専攻 教授）http://www.agr.nagoya-u.ac.jp/~tagen/tagen/home.html

Highly Immunogenic Vaccine Utilizing Dendritic Cell-Targting Bio-Nanocapsules 15：10～15：25

Shun-ichi KURODA, NAGOYA University　　　　

9
検出キット

脳出血や炎症性大腸炎を誘因・増悪する虫歯菌の検出方法

梅村 和夫 （浜松医科大学 医学部 薬理学講座 教授）
Detection System for Disease-Inducing highly pathogenic cariogenic Bacteria 15：25～15：40

Kazuo UMEMURA，Hamamatsu University School of Medicine　　　　

10
神経精神薬理

セロトニントランスポーターの代謝を標的としたうつ病の診断・治療薬開発

鍋島 俊隆 （名城大学 薬学部 地域医療薬局学 教授） http://ccp-koza-meijo-u.jp/

Ubiquitilation of serotonin trasnsporter as a candidate of diagnosis biomarker and drug target for depression 15：40～15：55

Toshitaka NABESHIMA, Meijo University

11
幹細胞

強力な免疫抑制作用を有する脂肪組織由来幹細胞の新規調整法

丸山 彰一 （名古屋大学 医学系研究科 腎臓内科学 准教授） http://www.med.nagoya-u.ac.jp/medical/1639/1674/jinzounaikagaku.html

A novel method of preparing adipose tissue-derived stem cells with strong immunosuppressive properties 15：55～16：10

Shoichi MARUYAMA, Nagoya University 　　

医療・バイオ2012年12月4日● 火

・
・
・

・
・

・

・
・

・
・
・

・
・
・

特殊ランダムペプチドライブラリーから、特定の系統のがん細胞に対応して選
択的な高吸収性を示す"腫瘍ホーミングペプチド”を数種類開発した。これらは正
常の組織・細胞への非特異的吸収が低く、同時に標的とする癌組織に効率よく取
り込まれる点で、副作用を最小限に抑えた生体低侵襲性のがんの検査診断技術
や治療のための薬剤輸送技術に応用可能なバイオツールである。

想定される用途
・がんの画像診断・検査（低侵襲性腫瘍イメージング）
・がん治療薬剤の送達技術    
・がん医学研究用試薬    

ウイルスの感染機構を有する非ウイルス性ナノキャリアであるバイオナノカプ
セルの表層に、樹状細胞標的化分子を整列提示させて、抗原タンパク質及び
抗原ＤＮＡを含有させた新規ワクチンプラットフォームを作製した（松尾ら、Int 
J Nanomedicine 2012;7:3341-50）。本ワクチンは、マウス体内の脾臓の
みならず様々な箇所の樹状細胞を効率よく認識し、同種抗原を用いる従来ワク
チンよりも高い免疫原性を示した。

想定される用途
・ヒト用ワクチン    
・様々な抗体の製造    
・動物用ワクチン    

発表者らは虫歯菌と脳出血や炎症性大腸炎などの全身疾患との関連性および
その発症メカニズムについて明らかにした（Nature Communicationsほか）。
この高病原性虫歯菌の保菌者の割合は健常人において10%程度であるが、臨
床研究において脳出血や心原性脳梗塞の患者の保菌率は40～50％(健常者
の3～5倍)と高い。現在、大規模臨床研究のために虫歯菌検出法の迅速化を検
討中。

想定される用途
・高病原性虫歯菌の検出キット    
・高病原性虫歯菌の除菌剤    
・高病原性虫歯菌が関連する疾患の予防・治療薬   
 

うつ病ではセロトニン作動性神経機能が低下していると考えられている。我々は
抗うつ薬の標的であるセロトニントランスポーター（SERT）の発現変化がユビ
キチン化により制御されており、うつ病様行動とユビキチン化の低下が関連して
いることを自ら開発した動物モデルから明らかにした。さらに、SERTのユビキ
チン化の低下がうつ病患者サンプルにおいても認められることから、うつ病の診
断および治療薬の標的としての有用性を見出した。

想定される用途
・うつ病の診断薬    
・うつ病の治療薬    
・うつ病の動物モデル    

ヒト脂肪細胞から強力な免疫抑制機能を有し、膠原病や腎炎などの自己免疫疾
患に有効な細胞製剤を簡便な操作で大量に調整することに成功したので、その
標準化を進めるための医療機器や製薬メーカとのパートナリングを進めたい。

想定される用途
・関節リウマチに対する細胞治療（キット、バッグ、機器など含む） 
・全身性エリテマトーデスに対する細胞治療（キット、バッグ、機器など含む）
・難治性強皮症に対する細胞治療（キット、バッグ、機器など含む）  
  

▲

▲

http://jstshingi.jp/chubu-med-bio/2012/

ホームページまたはFaxにてお申し込みください。
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● ポスター発表
リツキシマブ耐性CD20陰性B細胞リンパ腫のin vivoモデル
In vivo models of CD20-negative rituximab resistant B-cell lymphoma

創薬
直江 知樹 （名古屋大学 医学系研究科 血液・腫瘍内科学 教授）
Tomoki NAOE, Nagoya University

CD20はB細胞表面特異抗原で、抗CD20モノクローナル抗体治療薬の分子標的です。CD20陰性リツキシマ
ブ耐性ヒトBリンパ腫を移植した本Xenograftマウスモデルは、CD20陰性化による耐性化を克服する薬剤ス
クリーニングに極めて有用な系である。

筋力を上昇させるシーズ
Methods to increase muscle mass and strenghth

創薬
土田 邦博 （藤田保健衛生大学 総合医科学研究所 難病治療学 教授）
Kunihiro TSUCHIDA, Fujita Health University 

筋萎縮性疾患や老化、悪液質では筋量と筋力の低下が起こる。筋力低下を予防したり回復させるための筋量調
節因子マイオスタチンの阻害法のシーズである。

インスリン抵抗性改善による新規な認知症治療薬
Novel dementia therapeutic agent by improving insulin resistance

創薬
笹岡 利安 （富山大学 大学院医学薬学研究部 病態制御薬理学 教授）
Toshiyasu SASAOKA, Unversity of Toyama 

２型糖尿病患者では壮年期より脳のインスリン抵抗性に起因する認知機能障害が生じる。インスリンの代謝作
用の発現を担うPI3キナーゼ系に対し、抑制性の制御を行うリピッドホスファターゼSHIP2の阻害薬は、新規な
認知症治療薬として期待される。

グルコース連結光感受性物質による癌細胞超選択的光線力学治療法の開発
Development of cancer cell super-selective photodynamic therapy with glycoconjugated 
photosensitizer

創薬
片岡 洋望 （名古屋市立大学 大学院医学研究科 共同研究教育センター 内視鏡部 准教授）
Hiromi KATAOKA,Nagota City University

癌細胞に選択的に取り込まれるグルコースを連結した光感受性物質、グルコース連結クロリンの高効率合成法
を確立した。現行の光感受性物質の約30-50倍と極めて強力な殺細胞効果を示した。

siRNAを用いた制御性T細胞の作成方法
Generation of regulatory T cell with siRNA

創薬
鈴木 元彦 （名古屋市立大学 大学院医学研究科 耳鼻咽喉・頭頸部外科学 准教授）
Motohiko SUZUKI,Nagoya City University

siRNAを導入して抗原提示細胞を修飾し、生体外にて制御性T細胞を誘導する。また、修飾された抗原提示細
胞に抗原を感作すれば、抗原特異的な修飾抗原提示細胞が樹立され、T細胞の誘導が可能になる。

抗うつ薬開発の新規標的としてのHDAC6活性阻害
HDAC6 inhibition : potential therapeutic target for depression

創薬
川口 禎晴 （愛知県心身障害者コロニー発達障害研究所 発声障害予防研究室 主任研究員）
Yoshiharu KAWAGUCHI, Aichi Human Survice Center

マウス抗うつ試験においてHDAC6の活性阻害は抗うつ薬作用をもたらした。その機序は既知抗うつ薬と異な
ることが予想されたため、従来の「即効性が無い」「新型うつ病には効かない」とする問題点を解決する新規抗う
つ薬として期待できる。 （問合せ先 ： 愛知県産業労働部産業科学技術課技術振興第二グループ）

ガン細胞増殖阻害剤として利用可能な、F-アクチンの重合を誘引し、 
かつアクチンの脱重合を妨げる合成ペプチド
Synthetic Peptides That Cause F-Actin Bundling and Block Actin Depolymerization 

創薬
ハイク ウィンター セデロフ （ノースカロライナ州立大学 植物生物学 植物応答遺伝学および藻類代謝工学 准教授）
Heike Winter-Sederoff,North Carolina State University

ショ糖生成酵素由来のペプチドを基に合成されたペプチドで、アクチン重合の誘導およびアクチン脱重合の阻
害を行う。これにより細胞増殖が阻害されることから、細胞の異常増殖を行うガンの治療に応用可能な技術。

（問合せ先 ： 名古屋大学 産学官連携推進本部 国際連携部）

エポキシエイコサトリエン酸関連疾患の予防又は治療
A novel therapeutic target for hypertension and endothelial dysfunction through 
epoxieicosatienoic acid pathway

創薬
佐藤 由香 （名古屋大学 医学系研究科 腎臓内科学 医員）
Yuka SATO, Nagoya University 

ミッドカイン関連において内皮障害関連疾患である高血圧、動脈硬化、心血管疾患などに対する新たな治療薬
となりうることをPRしたい。

ＭＹＣＮ増幅型疾患のための分子標的及びその利用
Molecular target for MYCN amplified disease and its application

創薬
門松 健治 （名古屋大学 医学系研究科 生物化学講座 分子生物学 教授）
村上 優子 （名古屋大学 医学系研究科 生物化学講座 分子生物学 助教）
Kenji KADOMATSU and Yuko MURAKAMI, Nagoya University

MYCN遺伝子の増幅に関連して合成致死表現型を示す遺伝子に着目し、当該遺伝子を標的としてMYCN遺伝
子増幅型疾患のための分子標的やマーカー並びにこれらの利用を提供する。

炎症性関節疾患治療薬
A novel theraqeutic agent for inflammatory arthritis

創薬
西田 佳弘 （名古屋大学 医学系研究科 運動形態外科学講座整形外科学 准教授）
Yoshihiro NISHIDA,Nagoya University 

ヒアルロン酸合成阻害剤である4－アルキルウンベリフェロンの炎症性疾患治療薬としての有効性を、コラーゲ
ン誘発性マウス関節炎モデルおよびヒトリウマチ滑膜細胞培養実験において明らかにした。

骨形成促進剤及びその用途
Clinical application of proton pump inhibitors for bone regeneration

創薬
鬼頭 浩史 （名古屋大学 医学系研究科 整形外科 講師）
Hiroshi KITOH,Nagoya University 

Runx2は未分化間葉系細胞が骨芽細胞へ分化する際のマスター遺伝子である。既認可薬を主体とした薬効ス
クリーニング法により、Runx2のプロモーター活性を上昇させる骨形成促進剤を見いだしたので応用を検討し
たい。

血液凝固障害におけるリバビリンの利用
Use of Ribavirin in Blood Coagulation Disorder

創薬
本多 　隆／後藤 秀実 （名古屋大学 医学系研究科 消化器内科学 特任助教／教授）
Takashi HONDA and Hidemi GOTO,Nagoya University 

プロトロンビン時間の延長するような凝固障害のある状況において、抗ウイルス剤として使用されているリバビ
リン®投与により凝固障害が改善するのでその応用展開をしたい。

異種脂肪酸の組み合せによる癌細胞死誘導効果
Induction of cancer cell death by combination of different free fatty acids

創薬
北浦 靖之 （名古屋大学 生命農学研究科 応用分子生命科学専攻 栄養生化学研究分野 助教）
Yasuyuki KITAURA, Nagoya University

中鎖脂肪酸と不飽和脂肪酸を組み合わせることで強力ながん細胞死誘導効果が得られることを見出した。この
効果は、がん細胞に特異的であることが示唆されており、将来的に副作用の少ない抗がん剤の開発に繋がるこ
とが期待される。

ミクログリアの神経保護作用を増強する脳移行性機能性核酸の開発
The development of brain-permeable nucleic acid RVG-CpG

創薬
水野哲也 （名古屋大学 環境医学研究所 免疫系分野 神経免疫学 准教授）
Tetsuya MIZUNO, Nagoya University

我々の開発したCpGモチーフを有する脳移行性機能性核酸は、ミクログリアの神経保護作用を増強することに
よりアルツハイマー病モデルマウスの認知障害の改善に有用である。

ヒト歯髄細胞コレクション：8種類のiPS細胞で日本人の50％をカバーを 
目指す医療用細胞資源開発戦略
Human Dental Pulp Cell Collection : A strategy for iPS cell-mediated regenerative 
medicine with 50% coverage of Japanese population with 8 HLA types

再生医療
手塚 健一 （岐阜大学 大学院医学系研究科 再生医科学専攻 准教授）
Ken-ichi TEZUKA, Gifu University

細胞を移植した場合に、白血球抗原型（HLA型）が一致しないと、拒絶反応が起きる。我々は、日本人の５０％を
カバーする８種類のHLAハプロタイプホモ細胞を収集する事業に向け、迅速検査、細胞保存、輸送など幅広い
分野の協力者を求める。

骨格筋への分化能が高いES細胞由来の間葉系幹細胞（MSCs）
Mesenchymal stem cells （MSCs) derived from mouse ES cells show high potential for 
differentiation into skeletal muscles

再生医療
鳥橋 茂子 （名古屋大学 医学系研究科 リハビリテーション療法学専攻 教授）
Shigeko TORIHASHI, Nagoya University

ES細胞を脂肪細胞へ分化誘導する過程で、CD105を指標として、高純度の間葉系幹細胞（MSCs)を得る技
術である。このMSCsは他のMSCsに比べると高効率で骨格筋細胞へ分化する。本細胞を座滅損傷した動物の
骨格筋へ移植したところ、損傷筋の機能回復を促進した。

脂肪組織由来間葉系幹細胞による尿意障害治療
Therapy for sensory disorder of the urinary tract using adipose-derived mesenchymal stem cells 

再生医療
山本 徳則 （名古屋大学 医学系研究科 機能構築医学専攻 准教授）
Tokunori YAMAMOTO, Nagoya University   

脂肪組織由来の間葉系幹細胞を、尿意障害を有する患者に投与（例えば尿道周辺への局所注射）することで、尿
意障害の改善、およびそれに伴う尿失禁の改善が可能となる。

細胞動的情報解析による品質評価と再生医療への実用化促進
MapIQ analysis for confluent cell quality analysis for regenerative medicine

再生医療
蟹江　 慧 （名古屋大学 創薬科学研究科 基盤創薬学専攻 助教）
Kei KANIE, Nagoya University 

実用的な細胞の品質管理方法及び細胞の生産方法を提供する。仮想的に複数に区画された培養領域中を移動す
る細胞の情報を累積動的マップ情報として抽出し、コンフレント細胞集団の品質を評価することが可能となった。

細胞選択的ペプチドの体内埋込型医療器具への適用
Cell selective peptide for surface modification of medical implants

医療・福祉
蟹江 　慧 （名古屋大学 創薬科学研究科 基盤創薬学専攻 助教）
Kei KANIE, Nagoya University 

医療機器等を被覆するための機能性向上生体分子としてペプチドを物性的観点から解析したところ特定の細胞
の制御に有用な細胞特異性ペプチドが得られ、人工血管への適応の有効性を確認した。

革新的な広帯域近赤外LEDの医療応用
Medical application of novel wideband near-infrared LED

医療・福祉
 渕 　真悟 （名古屋大学 工学研究科 マテリアル理工学専攻 助教）
Shingo FUCHI, Nagoya University   

LEDとガラス蛍光体を一体化した広帯域近赤外線光を虚血部位に照射することによって、血管新生を誘導する
ことに成功した。また、このLEDを用いて、より効果的な再生・細胞治療が実現できるシステムを開発している。

腹腔鏡下手術用近赤外蛍光検出システム
High sensitive, near-infrared fluorescence detection assistance system for gastric cancers 
under laparoscopic surgery 

医療・福祉
渕　真悟 （名古屋大学 工学研究科 マテリアル理工学専攻 助教）
三澤 一成 （愛知県がんセンター 中央病院 消化器外科 医長）
Shingo FUCHI, Nagoya University  Kazunari MISAWA, Aichi Cancer Center

生体透過性の高い近赤外線で励起・発光する蛍光部材を組織（胃等）の内側に配置し、内視鏡手術時に組織の外
側から励起・発光させる。照明光（可視光）の像と蛍光像を合併することによって、検出部位が特定できる。

（問合せ先 ： 公益財団法人 科学技術交流財団）

歯科用コーンビームCTファントム
Phantoms for dental cone-beam computed tomography

医療・福祉
内藤 宗孝 （愛知学院大学 歯学部歯科放射線学講座 准教授）
Munetaka Naitoh,Aichi Gakuin University School of Dentistry

マイクロ光造形技術を用いて、格子状を有する顎骨骨梁を擬似したファントムを開発した。その格子は角柱状を
呈し、間隙は0.6mmに設定されている。このファントムは、種々なＸ線検査の分解能計測に応用可能である。

皮膚感覚の客観的評価システム
A system for objective measurements of the cutaneous sensation

医療・福祉
中村 昭範 （国立長寿医療研究センター認知症先進医療開発センター 脳機能画像診断開発部 脳機能診断研究室 室長）
根本 哲也 （国立長寿医療研究センター研究所 長寿医療工学部 診療関連機器開発研究室 室長）
Akinori Nakamura，Tetsuya Nemoto，National Center for Geriatrics and Gerontology 

皮膚感覚の客観的評価システムを開発した。本システムを脳磁図や脳波などの電気生理学的評価に用いること
が可能であり、時間分解能や位置分解能などの高度な技術力と使用機器への影響（ノイズなど）を考慮した総合
性が求められる当該技術を提供できる。

皮膚癌と黒子を識別するマルチレーザードップラー式 
血管血流三次元計測装置の癌治療実用化検証
Verification of cancer treatment using micro multipoint laser Doppler velocimeter （μ-MLDV） for practical use [ μ-MLDV 
is useful for in-vivo visualization of melanoma tumor  microvessels and blood flow changes accompanying tumor growth] 

医療・福祉
八賀 正司 （富山高等専門学校 商船学科 教授）
Tadashi HACHIGA,Toyama National Colleg of Technology 

新型マルチレーザードップラー式血管血流測定装置は、１本の近赤外光のレーザービームを２枚の平面光とし、そ
の面の交差線と接触するすべての血管の血流速度を測定できる。本装置で皮膚癌とホクロの判定・診断が可能。

肝虚血再灌流時における肝臓の状態をリアルタイムに診断する装置
Real time monitoring system of hepatic injury during ischemia/reperfusion

医療・福祉
横山 幸浩 （名古屋大学 医学系研究科 腫瘍外科 講師）
Hiroyuki YOKOYAMA,Nagoya University

本発明は、肝臓の状態を診断する装置に関するものである。肝細胞にて生成されるNOに着目し、NOの濃度を
検出することで、肝臓の状態を診断し、手術する際に肝臓への血流を停止できる時間の判断を可能にした。

尿失禁予防のための骨盤底筋強化器具の開発
Development of pelvic floor muscle training apparatus for prevention of urinary 
incontinence

医療・福祉
鈴木 重行 （名古屋大学 医学系研究科 リハビリテーション療法学専攻 教授）
Shigeyuki SUZUKI,Nagoya University 

骨盤底筋強化器具は、本器具を使用して1日数分間、自宅等で運動することにより、骨盤底筋群の自動的な収縮
による骨盤底筋の強化を図り、中高年に多発する尿失禁の予防を目的とした装置である。

看護・介護基礎教育用フットケア教材「足元ネイル君」
"Mr. Ashimoto nail" for nursing education

医療・福祉
前川 厚子（名古屋大学 医学系研究科 看護学専攻 教授）
Atsuko MAEKAWA,Nagoya University 

「足元ネイル君」は低価格のフットケア教材です。シリコン足形に硬質樹脂製の親指の爪と変形した小指の爪が
ついています。実習者は足に装着して爪切りややすりかけができるので、楽しくリアルな体験ができます。

糸状菌胞子の滅菌表示装置と殺菌方法
Sterilization and Monitor of bacterial fungal spores for food hygiene

医療・福祉
石川 健治 （名古屋大学 工学研究科 プラズマナノ工学研究センター 特任教授）
Kenij ISHIKAWA, Nagoya University 

生物表皮に付着する糸状菌等の微生物の滅菌状態を電子スピン共鳴信号の検出を元に表示し、酸素ラジカル
を生成しうる大気圧プラズマに青果物等の表皮を曝すことによって、表皮に付着する汚染菌を殺菌して腐敗を
防ぐ方法。

脳動脈瘤塞栓術におけるコイル自動挿入装置の開発
Automatic coil insertion system for the embolization of cerebral aneurysms

医療・福祉
宮地　 茂 （名古屋大学 医学系研究科 脳神経外科 准教授）
Shigeru MIYACHI, Nagoya University 

mm単位の細かい操作を要求される脳血管内治療において、我々の開発した挿入力測定システムと、コイルの
自動挿入装置の組み合わせにより、術者はペダルコントロールをするだけで、コイルの挿入、引き出しが可能と
なる上、異常な抵抗が生じた場合にフィードバックもされる。

高伸張性ポリヒドロキシアルカノエートを用いた非金属骨接合材料の開発
Development of novel non-metaric fracture fixation technology using highly extensible 
polyhydroxyalkanoate

医療・福祉
平田 　仁 （名古屋大学 医学系研究科 機能構築医学専攻 教授）
Hitoshi HIRATA, Nagoya University

新種のバイオマスプラスチックpolyhydroxyalkanoate（PHA)は、高度の品質管理が要求される医療での用
途開発が遅れている。我々は独自技術により高純度の高伸張性PHA fiberを開発し、これを用いた非金属材料
による骨折治療技術を開発している。

間質液循環の定量的評価を可能とする新規親水性インドシアニングリーン
蛍光色素による高解像度静脈・リンパ管造影
Enhanced veno-lympho-angiography using a novel hydrophilic indocyanine green 
fluorescence for quantitative assessment of interstitial fluid circulation

診断
平田 　仁 （名古屋大学 医学系研究科 機能構築医学専攻教授）
Hitoshi HIRATA, Nagoya University

我々の開発した親水性ICG（TK-１）は間質液の細静脈・リンパ管へのドレナージをreal time monitoringする
初めての薬剤である。循環動態評価での、血液循環のみならず間質液循環も含んだ総合的なモニタリングに用
いることができる。

抗がん剤の作用増強剤およびがん患者の予後推定用バイオマーカーとして
のRET Finger Proteinの有効性
Potency of RET Finger Protein as potentiator of anticancer agent and biomarker for prediction of prognosis in cancer patient.

診断
加藤 琢哉 （名古屋大学 医学系研究科 腫瘍病理学 助教）
Takuya KATO,Nagoya University

ヒト癌細胞で発現し、抗癌剤耐性を制御するタンパクを発見し、そのタンパクの発現ががん患者の予後予測に有
用である可能性を見出した。

糖尿病性腎症鑑別用マーカー及びその用途
Novel urinary biomarkers for diagnosis of diabetic nephropathy

診断
秋山 真一（名古屋大学 医学系研究科 病態内科学講座 腎臓内科 特任講師）
Shin'ichi AKIYAMA,Nagoya University 

糖尿病性腎症の病期鑑別に有用な血中代謝物バイオマーカーを見いだしたのでその応用展開をしたい。

リンパ球性漏斗下垂体後葉炎のバイオマーカー及びその用途
Identification of a novel biomarker of lymphocytic infundibuloneurohypophysitis （LINH） 

診断
椙村 益久 （名古屋大学 医学系研究科 糖尿病・内分泌内科 講師）
Yoshihisa SUGIMURA,Nagoya University 

リンパ球性漏斗下垂体後葉炎（LINH）患者血清中に抗ラブフィリン3a抗体が高頻度で存在し、抗ラブフィリン
3a抗体がLINHのバイオマーカーとして利用できることを見出した。

ウイルス感染細胞の検出・同定法及びキット
Detection and Identification of Virus-Infected Cells

診断
木村 　宏 （名古屋大学 医学系研究科 ウイルス学 教授）
Hiroshi KIMURA, Nagoya University 

難治性ウイルス疾患の診断・治療法決定に役立てるべく、フローサイトメトリーを用いて末梢血中の複数のウイ
ルス感染細胞を簡便・迅速かつ無侵襲的に同定・定量する技術を開発した。

血中循環腫瘍細胞の簡便計測キット
Easy counting kit of circulating tumor cells

診断
岡本 行広 （名古屋大学 革新ナノバイオデバイス研究センター 特任講師）
Yukihiro OKAMOTO, Nagoya University  

血中循環腫瘍細胞（CTC)の計測はがんの術後経過観測法として期待されている。そこでCTCの数をベッドサイ
ドでしかも低価格・簡便・高感度で計測可能な手法を紹介する。

13：15～19：20（発明・展示者の滞在コアタイム 17：20～18：20／交流会 18：20～19：20）
ポスターや試作品の展示。17時20分以降には発明にかかわった人との質疑応答、交流ができます。
シーズ展示会



動物モデル SIP1 Δex7
愛知県心身障害者コロニー発達障害研究所

動物モデル SIP1 flox (ex7)
愛知県心身障害者コロニー発達障害研究所

動物モデル deltaEF1 null-lacZ
愛知県心身障害者コロニー発達障害研究所

動物モデル SAMP3/SlcIdr
愛知県心身障害者コロニー発達障害研究所

動物モデル SAMP11/SlcIdr
愛知県心身障害者コロニー発達障害研究所

動物モデル p62 トランスジェニックマウス
祖父江 元（名古屋大学 医学系研究科）

動物モデル CHIPを高発現するマウス
祖父江 元（名古屋大学 医学系研究科）

動物モデル alpha4-ガラクトース転移酵素のノックアウトマウス
古川 鋼一（名古屋大学 医学系研究科）

動物モデル グルカゴン遺伝子 ノックアウトマウス
林　 良敬（名古屋大学 環境医学研究所）

動物モデル RFP (Ret Finger Protein)ノックアウトマウス
高橋 雅英（名古屋大学 医学系研究科）

動物モデル
リズム・睡眠障害モデルマウス
CS;B6-Tg(Per1-luc)
海老原 史樹文（名古屋大学 生命農学研究科）

動物モデル
リズム・睡眠障害モデルマウス
CB;B6-Tg(Per1-luc) 
海老原 史樹文（名古屋大学 生命農学研究科）

動物モデル BALB/cA-ce/Nga
山縣 高宏（名古屋大学 生命農学研究科）

動物モデル CASP/1Nga
山縣 高宏（名古屋大学 生命農学研究科）

動物モデル B6.Cg-Pbwg1(SR1) 他18系統
石川 　明（名古屋大学 生命農学研究科）

動物モデル メダカpolycystic(pc)変異体
日比 正彦（名古屋大学 生物機能開発利用センター）

動物モデル 白血病モデルマウス
直江 知樹（名古屋大学 医学系研究科）

抗体
抗230kD類天疱瘡抗原（BP230）
モノクローナル抗体279
平子 善章（名古屋大学 理学研究科）

抗体 Anti Laminin 3（クローンBM515）
平子 善章（名古屋大学 理学研究科）

抗体 Anti Collagen 7（クローンBML39）
平子 善章（名古屋大学 理学研究科）

抗体
Anti Hydroxy-2-nonenal-Protein
（クローン2C12）
内田 浩二（名古屋大学 生命農学研究科）

抗体
Anti（4R）-Hydroxy-2-nonenal-Protein
（クローンR310）
内田 浩二（名古屋大学 生命農学研究科）

抗体
植物の細胞膜物質輸送に関連する
タンパク質を検出する抗体群
前島 正義（名古屋大学 生命農学研究科）

抗体 カハール細胞染色用モノクローナル抗体
鳥橋 茂子（名古屋大学 医学部保健学科）

抗体
抗黄色ブドウ球菌エンテロトキシン
モノクロナール抗体（SEA）
山田 景子（名古屋大学 医学系研究科）

抗体
抗黄色ブドウ球菌エンテロトキシンポリクロナール抗体
（SEA, SEB, SEC, SED, SEE）
山田 景子（名古屋大学 医学系研究科）

動物細胞
CD20陰転化B細胞性悪性リンパ腫細胞株
（RRBL1細胞株）
直江 知樹（名古屋大学 医学系研究科）

動物細胞
成人T細胞白血病細胞株、
HTLV-1 pro-virus DNA(+)
直江 知樹（名古屋大学 医学系研究科）

動物細胞
ヒトembryonal rhabdomyosarcoma
由来細胞株(ヌードマウスに移植) 
直江 知樹（名古屋大学 医学系研究科）

動物細胞 CD147 (Basigin) -/- cells
門松 健治（名古屋大学 医学系研究科）

ドラッグデリバリー
システム

バイオナノカプセル
黒田 俊一（名古屋大学 生命農学研究科）

ドラッグデリバリー
システム

細胞壁分解酵素を担持したカーボンナノチューブ
馬場 嘉信（名古屋大学 工学研究科）

遺伝子
pCR3.1-AR24Q及びpCR3.1-AR97Q
ベクター
祖父江 元（名古屋大学 医学系研究科）

植物・種子 シロイヌナズナ変異体rtl1
木下 俊則（名古屋大学 理学研究科）

微生物
Vrihiamoeba italica（水田土壌から
分離された新属新種のアメーバ）
村瀬　 潤（名古屋大学 生命農学研究科）

酵素 D-セリンデヒドラターゼ
吉村　 徹（名古屋大学 生命農学研究科）

化合物 シアニジン３－ルチノシド
吉田 久美（名古屋大学 情報科学研究科）

化合物
Linckoside A, Linckoside B,
Granulatoside A
小鹿 　一（名古屋大学 生命農学研究科）

材料 スピン偏極電子発生素子
竹田 美和（名古屋大学 工学研究科）

プログラム・
データベース

細胞形態解析ソフトウェア
加藤 竜司（名古屋大学 工学研究科）

プログラム・
データベース

X線結晶構造解析ソフトウェア
西堀 英治（名古屋大学 工学研究科）

プログラム・
データベース

頭部音響伝達関数（HRTF)データ・ベース
武田 一哉（名古屋大学 工学研究科）

バイオリソース
センター

生命農学研究科附属鳥類バイオサイエンス
研究センター
松田 洋一（名古屋大学 生命農学研究科）

その他
新規うつ病バイオマーカーおよび創薬ターゲットと
してのユビキチン化セロトニントランスポーター
鍋島 俊隆（名城大学 薬学部）

試作品 褥瘡予防用ピロー（介護用品）
前川 厚子（名古屋大学 医学部保健学科）

試作品 看護・介護基礎教育用フットケア教材「足元ネイル君」
前川 厚子（名古屋大学 医学部保健学科）

試作品 膝蓋骨可動性評価装置（医療機器）
太田　 進（名古屋大学 医学部保健学科）

試作品 肩夜間痛用サポーター（介護用品）
太田　 進（名古屋大学 医学部保健学科）

試作品 歩行支援器具（大人用）
太田　 進（名古屋大学 医学部保健学科）

試作品 小動物用足関節運動装置
河上 敬介（名古屋大学 医学部保健学科）

試作品 ”へパリフトX”（腹腔鏡下手術用肝臓圧排器具）
藤原 道隆（名古屋大学 医学系研究科）

試作品 下肢血流補助装置
藤原 道隆（名古屋大学 医学系研究科）

試作品 P300spellerによる文字入力システム
古橋　 武（名古屋大学 工学研究科）

シーズに関する問い合わせ先

染色体アレイ、エクソーム解析を駆使した不妊・習慣流産の次世代型診断法
Development of etiology-based diagnostic tool for human reproductive failure

診断
倉橋 浩樹 （藤田保健衛生大学 総合医科学研究所 分子遺伝学 教授）
Hiroki KURAHASHI,Fujita Health University 

不妊や習慣流産は種々の要因で発症するが、半数以上が原因不明のまま経験的治療を施され、多くの不応例が
ある。わたしたちは急速に技術革新している染色体アレイやエクソーム解析を駆使して、責任遺伝子変異の同
定、原因に応じた個別化医療を目指す。

抗エリスロポエチン（受容体）抗体の臨床的意義：個別化医療への可能性
Autoantibodies to erythropoietin receptor in patients with immune-mediated diseases

診断
和田 隆志 （金沢大学 医薬保健研究域 血液情報統御学 教授）
Takashi WADA,Kanazawa University

腎臓病、自己免疫性疾患においてエリスロポエチン（EPO）活性を阻害する抗EPO（受容体）抗体測定系を樹立
した。貧血の新規機序、EPO治療の反応性を予測する個別化医療への糸口となる可能性がある。

二重鎖形成と解離の光制御が可能な可視光応答型オリゴヌクレオチド
Photo-responsive oligonucleotide that can reversibly control the formation and dissociation 
of DNA duplex with visible light 

リサーチ
ツール

浅沼 浩之 （名古屋大学 工学研究科 物質制御工学専攻 教授）
Hiroyuki ASANUMA, Nagoya University

可視光応答性の特定構造を有するオリゴヌクレオチド。可逆的に異性化を制御し、遺伝子の反応や機能の制御
を可能にする。

高感度と高速応答を実現した蛍光性リニアヌクレオチドプローブ
Fluorescent linear nucleotide probe with high sensitivity and rapid response

リサーチ
ツール

浅沼 浩之 （名古屋大学 工学研究科 物質制御工学専攻 教授）
Hiroyuki ASANUMA, Nagoya University 

標的核酸との非ハイブリダイズ時の消光状態及びハイブリダイズ時の発光状態を効果的に実現できる蛍光標
識オリゴヌクレオチド誘導体を提供。ステム・ループ構造やクエンチャーの導入が不要で簡便、かつ、高輝度・高感
度なプローブ。

マイクロナノバブル電気メスによる低侵襲細胞加工
A Single Cell Surgery by Electrically-induced Monodispersed Micro/Nano-bubble Knife 

リサーチ
ツール

山西 陽子 （名古屋大学 工学研究科 マイクロナノシステム工学専攻）
Yoko YAMANISHI, Nagoya University

電気メス技術を細胞レベルまで小型化し、放電時に発生する特異な指向性のある気泡拘束流れを利用した、熱
侵襲のない新しい低侵襲加工技術を開発した。現在卵子の除核操作への応用を初めとした、新しい低侵襲・高解
像度な３次元加工・試薬導入技術等を開発している。

トランスグルタミナーゼ基質反応性を有するペプチド及びその利用
Application of highly reactive substrate peptides for transglutaminase, a protein cross-
linking enzyme

リサーチ
ツール

人見 清隆 （名古屋大学 創薬科学研究科 基盤創薬学専攻 教授）
Kiyotaka HITOMI,Nagoya University 

蛋白質接着（架橋化）酵素、トランスグルタミナーゼは、多彩な生命現象に関与し、疾患にも関わる。天然の基質
を上回る高反応性な基質ペプチド（配列）を得ており、これらは活性検出や組織内活性の可視化に応用できる。

ヘルスケアチェックとアンサーフードによる新しい疾病予防へのアプローチ

ベンチャー
株式会社ヘルスケアシステムズ
Healthcare Systems Co., Ltd.

名古屋大学発ベンチャーとして、未病段階に特化した検体検査装置の開発と受託分析を実施。DHA・EPAの脂
質過酸化マーカーや、大豆イソフラボンの腸内細菌代謝物の定量分析（ソイチェック）、好中球を用いた自然免
疫能評価装置などを実用化しています。

遺伝子組換えベクター技術を用いた新規感染症・がんワクチンの開発
Novel recombinant vaccine technology against pathogenic infections and malignant tumors

ベンチャー
バイオコモ株式会社
BioComo Inc. 

バイオコモ株式会社は、三重大学と共同で開発したヒトパラインフルエンザ２型ベクター技術を用い、感染症・が
んを未然に防御、或いは治療する新規な遺伝子組換えワクチンの研究開発を行っております。

医療用データウェアハウスシステム CLISTA!
CLISTA! Data Warehouse System for Medicine

ベンチャー
株式会社医用工学研究所
Medical Engineering Institute, Inc.

病院情報システムは、業務を支援するシステムから、蓄積された情報を活用して、意思決定を支援するシステム
へ。医療用データウェアハウスシステムCLISTA!が、病院での診療情報の利活用を実現いたします。

磁性かんらん岩を利用した高齢者用痛み解消・健康回復・居眠り運転防止商品展示
Olivine Stone Magnetic Deveices for Health Recovery and Arousal Effect in Car Driving 
for Elderly Persons

ベンチャー
鶴田石材株式会社、新興窯業株式会社
Tsurutasekizai co,Ltd & Ｓｉｎｋｏｕｙｏｕｇｙｏｕ ｃｏ，Ｌｔｄ

超低周波磁気による生体活性原理（磁気プロトニクス原理）を、磁性かんらん岩およびそのセラミックス焼結体
で実現した。これを用いた高齢者の狭心症手術後のメタボ完全解消事例、ドライビングシミュレータでの居眠り
運転防止覚醒脳波検出事例、種々の痛み解消事例などを紹介。

浜松ファーマリサーチの薬効薬理試験
Pharmacological studies in Hamamatsu Pharma Research, Inc.

ベンチャー
株式会社浜松ファーマリサーチ
Hamamatsu Pharma Research, Inc.

浜松医科大学発のベンチャー企業。創薬のプロ集団として、薬効薬理試験の受託やコンサルテーションを実施。
パーキンソン病、脳卒中、血栓、疼痛疾患をコアー領域とし、画像診断（PET/CT/MRI）による評価も可能。確か
な技術と信頼性で創薬研究を総合的に支援します。

BioBank KIT～新しいスタイルの組織バンクをご提案！
BioBank KIT~Proposal of a new method for tissue banking!

ベンチャー
株式会社パソロジー研究所
Pathology Institute Corp.

医療機関における病理検査精度の向上に役立つポジコンスライドやカクテル抗体の製造・販売、各種研究に質す
る組織アレイの作製や病理検査の受託等を行う富山大学発のベンチャー企業です。最近、組織バンク構築のた
めのツール「BioBank KIT」の発売を開始しました。

TEL FAX E-mail ホームページ

名古屋大学 産学官連携推進本部 052-747-6483 052-788-6146 bio@sangaku.nagoya-u.ac.jp http://www.sangaku.nagoya-u.ac.jp/
名古屋大学 産学官連携推進本部 国際連携部 （Technology Partnership of Nagoya University, Inc） 052-747-6446 052-735-5542 kokusairenkei@sangaku.nagoya-u.ac.jp http://www.sangaku.nagoya-u.ac.jp/international/index.html

愛知学院大学 事務局研究支援課 052-751-2561
（内線：1257,1258） 052-751-6709 chizai@dpc.agu.ac.jp http://shien-c.agu.ac.jp/

国立長寿医療研究センター 企画経営部研究医療課 0562-46-2311 0562-88-3007 http://www.ncgg.go.jp
公益財団法人 科学技術交流財団 重点研究プロジェクト統括部 0561-76-8380 0561-21-1653 http://www.astf-kha.jp/project/
富山高等専門学校 地域人材開発本部 076-493-5836 076-492-3859 http://www.nc-toyama.ac.jp/index.html
藤田保健衛生大学 臨床研究センター 0562-93-2139
金沢大学研究推進部産学連携課 076-264-5019 076-234-4012 titeki@adm.kanazawa-u.ac.jp http://www.kanazawa-u.ac.jp/
岐阜大学 研究推進・社会連携機構 知的財産部門 058-293-3348 058-293-3346 chizai@gifu-u.ac.jp http://www.yugo-gifu.jp
富山大学 地域連携推進機構 産学連携部門 リエゾンオフィス 076-445-6392 076-445-6939 chizai@adm.u-toyama.ac.jp http://www3.u-toyama.ac.jp/totlo/index.html
名古屋市立大学 リエゾン・センター（事務局学術課） 052-853-8041 052-841-0261 ncu_renkei@sec.nagoya-cu.ac.jp http://www.nagoya-cu.ac.jp/1340.htm
愛知県産業労働部産業科学技術課技術振興第二グループ 052-954-6370 052-954-6977

愛知県心身障害者コロニー発達障害研究所 研究企画調整科 0568-88-0811
（内3502） 0568-88-0829 http://www.inst-hsc.jp/

三重大学 社会連携研究センター 知的財産統括室 059-231-5495 059-231-9743 chizai-mip@crc.mie-u.ac.jp http://www.crc.mie-u.ac.jp/
中部大学 研究支援センター 0568-51-4852 0568-51-4859 kensien@office.chubu.ac.jp http://www.chubu.ac.jp/
浜松医科大学 知財活用推進本部 053-435-2230 053-435-2179 chizai@hama-med.ac.jp http://www.hama-med.ac.jp/uni_ip.html
名城大学 学術研究支援センター 052-838-2036 052-833-7200 liaison@ccmails.meijo-u.ac.jp http://www.meijo-u.ac.jp/

愛知県がんセンター 運用部 総務グループ 052-762-6111
（内線2201 or 2203） http://www.pref.aichi.jp/cancer-center/

名古屋工業大学 産学官連携センター 052-735-5219 052-735-5542 c-socc.eve@adm.nitech.ac.jp http://www.tic.nitech.ac.jp/

この地区の成果有体物をリスト化します。詳細説明は当日、配布資料でお渡しします。
成果有体物 成果有体物とは：研究の過程で生み出された動物モデル、抗体、動物細胞、ドラッグ

デリバリーシステム、遺伝子、植物・種子、微生物、酵素、化合物、プログラム・データ
ベース、試作品などのことです。研究者や販売代理店などからの入手が可能です。


