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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 産学連携支援担当　行 FAX：03-5214-8399 ※当日は本紙をご持参ください

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）

あなたの職種を教えてください。（いずれか１つ）

あなたの来場目的を教えてください。（いくつでも）

関心のある技術分野を教えてください。（いくつでも）
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〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38
TEL: 052-571-6131

名古屋駅（JR・地下鉄・名鉄・近鉄）より
◎JR名古屋駅桜通口から
　ミッドランドスクエア方面 徒歩5分
◎ユニモール地下街 5番出口 徒歩2分

地図URL
　http://www.winc-aichi.jp/access/

中部地区の大学・研究機関から最先端のシーズを発信！

中部地区 医療・バイオ系シーズ
発表会

参加費
無　料
参加費
無　料

マイクロ波マンモグラフィの開発 モノアミントランスポーターの代謝機構を標的とした
うつ病の診断・治療薬開発
IER5/Cdc25Bを標的とする新規な分子標的
リン糖抗腫瘍剤

高機能性RNAオリゴマーの開発とRNA医薬への
応用
去勢抵抗性前立腺癌治療薬を指向したアルドケト
還元酵素阻害剤の開発

抗アレルギー活性を有する新規化合物

シスプラチンを超えた金属抗がん剤

全てのパンデミックインフルエンザに適応する次世代
抗インフルエンザ薬の創製
熱による新規骨形成促進法の開発：マグネタイト
微粒子の応用

腫瘍新規発現蛋白質を標的としたペプチド抗腫瘍薬

多剤耐性緑膿菌に対してアミノ配糖体耐性阻害作用を
示すシード化合物

抗炎症・抗加齢に働く内在性分泌型デコイタイプ受容体の
機能解析技術

タンパク質の作用時機を厳密に制御できる
生分解性高分子微粒子
再生医療材料としてのエラスチン・フィブリリン
素材の産業応用展開

協調作業型回診支援ロボットTerapioの開発

チオアミドを利用した水中での無触媒クリック型反応

マイクロ技術を用いたマイクロニードル＆肺機能
評価用気流センサ
迅速がん診断用赤外顕微装置の開発

多剤耐性アシネトバクター流行クローンの簡便な鑑別法

血液の凝固付着を抑制する電気メスチップの開発

休　憩16：05

14：15
静岡大学 桑原 義彦 名城大学 鍋島 俊隆

静岡大学 山下 光司

岐阜大学 北出 幸夫

岐阜薬科大学 遠藤 智史

岐阜薬科大学 田中 宏幸

金沢大学 小谷 明

中部大学 鈴木 康夫

名古屋大学 西田 佳弘

浜松医科大学 中村 悟己

愛知学院大学 森田 雄二

14：30
金沢大学 山本 靖彦

14：55
富山大学 中路 正

休　憩17：25

企業からのプレゼン（研究重点領域の紹介等）14：45

企業からのプレゼン（研究重点領域の紹介等）15：25

企業からのプレゼン（研究重点領域の紹介等）16：45

15：10
三重大学 宮本 啓一

15：35
豊橋技術科学大学 三枝 亮

15：50
富山大学 千葉 順哉

16：15
名古屋大学 式田 光宏

16：30
福井大学 三好 憲雄

16：55
名古屋大学 荒川 宜親

17：10
名古屋大学 梅原 徳次

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
多数の企業のご参加をお待ちしています

主 催 中部地区医療・バイオ系シーズ発表会実行委員会（中部地区の20大学・研究機関）、独立行政法人科学技術振興機構
公益財団法人名古屋産業科学研究所（平成25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
（順不同）

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
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、愛知県
名古屋市、三重県、岐阜県、静岡県、中部先端医療開発円環コンソーシアム、名古屋大学協力会

ウインクあいち６階・10階（愛知県・名古屋市）
2013年12月12日● 12：30～19：30木

18：30

17：30

主催者挨拶12：30
10階　会場1 6階

シーズ
展示会

69シーズの
展示

発表者
コアタイム
発表者と
参加者の交流

基調講演１ 「創薬のための産学連携：私の経験と挑戦」

基調講演２ 薬事戦略相談の事業概要とその活用について（仮）

12：50 公益財団法人ヒューマンサイエンス振興財団 会長
元アステラス製薬 代表取締役会長 竹中 登一
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
薬事戦略相談課 テクニカルエキスパート 石川 廣

プログラムプログラム Meeting Schedule

新技術説明会１：10階 会場1 新技術説明会２：10階 会場2



10階　会場1：医療福祉機器・診断・リサーチツール・再生医療・創薬発表者との個別面談受付中！1

1-①
医療福祉機器

http://kuwalab.eng.shizuoka.ac.jp/
桑原 義彦（静岡大学 大学院工学研究科 電気電子工学専攻 教授）
Yoshihiko KUWAHARA, Shizuoka University

14：15～14：30

マルチスタティックUWBレーダ方式のマイクロ波マンモグラフィを開発
し、臨床試験を行った。本装置は、モノスタティックUWBレーダで開発され
た広帯域ビームフォーミングアルゴリズムMISTを、マルチスタティック
UWBレーダに拡張し、高分解能、低アーチファクトを実現した。さらに、吸引
固定型のセンサーを用い、被験者の撮像時のずれを抑えることによって、撮像
ミスの少ないシステムを実現した。

想定される用途
● 乳癌検診装置

マイクロ波マンモグラフィの開発
Development of Microwave Mammography

1-②
リサーチツール

http://biochem2.w3.kanazawa-u.ac.jp/
山本 靖彦（金沢大学 医薬保健研究域 医学系 准教授）
Yasuhiko YAMAMOTO, Kanazawa University

14：30～14：45

内在性分泌型RAGE（endogenous secretory receptor for advanced 
glycation end-products、esRAGE）は炎症や糖尿病合併症、動脈硬化、ア
ルツハイマー病等といった加齢関連疾患の発症進展に対して抑制的に働くデ
コイ（おとり）タイプの受容体である。恒常的にヒトesRAGEを過剰発現す
るマウスを用いることで、様々な病態への有効性の検証やその抑制メカニズ
ムの解明等の機能解析が可能となる。

想定される用途
● 医薬品
● 化粧品
● 機能的食品

抗炎症・抗加齢に働く内在性分泌型デコイタイプ受容体の機能解析技術
Functional roles of endogenous secretory receptor for advanced glycation end-products (esRAGE) in anti-inflammation and anti-aging

1-③
創　薬

http://www3.u-toyama.ac.jp/nakajilb/home.html
中路 正（富山大学 先端ライフサイエンス拠点 工学系テニュアトラック 特命助教）
Tadashi NAKAJI-HIRABAYASHI, University of Toyama

14：55～15：10

作用させたいタンパク質を、遺伝子工学技術で合成した生体高分子結合ペプ
チドで生体高分子に固定する（内層）。この内層の生体高分子を、さらに生分解
性高分子で包んだ。
この二層型微粒子は、内層の生体高分子が特定の酵素で分解された時にのみ
タンパク質が徐放される。従って、内包タンパク質の初期漏出（バースト）によ
るロスを無くすことができ、また、タンパク質の放出時機を内層高分子の分解
によって厳密に規定できる。

想定される用途
● タンパク質デリバリー
● 細胞や微生物活性化剤

タンパク質の作用時機を厳密に制御できる生分解性高分子微粒子
Biodegradable microparticles for strictly regulating the action of protein drug

1-④
再生医療 宮本 啓一（三重大学 大学院工学研究科 分子素材工学専攻 准教授）

Keiichi MIYAMOTO, Mie University

15：10～15：25

生体組織の弾性を担う弾性繊維を高純度で抽出し、再生医療用の組織足場材
料に応用する研究成果のなかで見出した機能・効果に関する部分を、医薬品や
医療器具に応用するだけでなく、健康食品、美容関連商品に展開することが可
能な素材開発技術。具体的には、生体の弾性組織から特性の異なる５種類の水
溶性エラスチンと、水溶性フィブリリンという弾性繊維の主成分を抽出し純
度を向上する製造技術と、その素材のヒト皮膚細胞や血管細胞に対する効果
的な反応を基に、スキンケア商品や健康補助食品を開発できる。

想定される用途
● 研究用試薬、実験器具
● 医療材料、薬品
● 健康食品、美容、化粧品

再生医療材料としてのエラスチン・フィブリリン素材の産業応用展開
Industrial application of elastin and fibrillin as regeneration medicine material

1-⑤
医療福祉機器

http://www.ryolab.com/
三枝 亮（豊橋技術科学大学 人間・ロボット共生リサーチセンター 特任准教授）
Ryo SAEGUSA, Toyohashi University of Technology

15：35～15：50

医師や看護師と協調して回診作業を支援するロボットTerapioについて紹
介する。Terapioは、人物追従、パワーアシスト、診療、メンテナンスの行動モ
ードをもち、医師が大局的に状況を判断して行動モードを選択することで、院
内環境での安全な回診支援を実現する。また、Terapioは表情生成、映像音声
記録、物品収納などの機能も搭載しており、周辺の人に安心感を与えながら、
医療物品や患者情報を搬送する。

想定される用途
● 病院内回診で医師に付き添う移動・回診支援ロボット
● 看護師に代わって入院患者を確認する見守りロボット
● 認知症患者に寄り添い表情生成する癒し系ロボット

協調作業型回診支援ロボットTerapioの開発
Development of a cooperative round support robot Terapio

1-⑥
創　薬

http://www.pha.u-toyama.ac.jp/laboratory/anachem/
千葉 順哉（富山大学 大学院医学薬学研究部 生体認識化学研究室 助教）
Junya CHBA, University of Toyama

15：50～16：05

無触媒で効率よく進行するクリック型反応について報告する。チオアミドと
スルホニルアジドをエタノール中、室温で撹拌するだけでスルホニルアミジ
ンが収率良く生成した。脂肪族、芳香族、環状骨格などさまざまな置換基を導
入しても反応は進行し、加熱することで短時間かつ定量的に反応が進行した。
さらに、本反応は水中で最も効率よく進行することも確認できたため、無触媒
下でのクリック型反応として生体分子への展開が期待できる。

想定される用途
● 生体分子の直接修飾
● 医薬品開発
● グリーン・コンビケム

チオアミドを利用した水中での無触媒クリック型反応
Coupling Reaction of Thioamides with Sulfonyl Azides as a Catalyst-Free Click-Type Ligation under Mild Condition

1-⑦
医療福祉機器

http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100001873_ ja.html
式田 光宏（名古屋大学 大学院研究科 附属マイクロナノメカトロニクス研究センター 准教授）
Mitsuhiro SHIKIDA, Nagoya University

16：15～16：30

MEMS微細加工技術を用いた微細・小型医療応用デバイスを紹介する。具体
的には、①経皮吸収剤応用を目的とした大きさmm以下の微細生分解性マイ
クロニードル、②肺内部での呼気吸気計測を可能にする小型カテーテル気流
センサ（外径2.0mm以下）、について、これまでの研究開発成果を報告する。

想定される用途
● 気管支鏡をベースにした肺内部での呼気吸気計測を可能にするカテーテル
型気流センサ

● 動物実験用気道埋め込み式気流センサデバイス
● 経皮吸収材用マイクロニードル

マイクロ技術を用いたマイクロニードル＆肺機能評価用気流センサ
Micromachined needle array for transdermal DDS and catheter flow sensor for evaluating lung functions

1-⑧
医療福祉機器

http://ala.umin.jp/
三好 憲雄（福井大学 医学部 腫瘍病理学領域 助教）
Norio MIYOSHI, University of Fukui

16：30～16：45

従来の癌の最終診断は形態学的組織染色像を光学顕微鏡にて病理診断医が診
断している。提案の開発は、診る癌組織を染色せずに生鮮凍結薄切切片を、裸
眼では不可視の中赤外線のスペクトル計測をマッピングすることで、組織内
分子の振動構造のガンマーカー成分比の可視化を、鮮度保持セルホルダーと
迅速計測顕微鏡の開発を試みたのでその成果を報告する。

想定される用途
● 手術場での外科医によるスクリーニング計測
● 生鮮組織内蛍光観測用サンプル鮮度保持ホルダー
● 凍結薄切切片の凍結保持キャリーボックス

迅速がん診断用赤外顕微装置の開発
Development of the Instrument of Fourier Transform Infrared Microscope for Rapid Diagnosis of Cancer

1-⑨
診　断 荒川 宜親（名古屋大学 医学系研究科 基礎医学専攻 教授）

Yochichika ARAKAWA, Nagoya University

16：55～17：10

病院内で流行しやすい多剤耐性アシネトバクタークローンの同定には、複数
の遺伝子の塩基配列の解読を要し、設備、時間、費用が必要となり、臨床現場で
流行クローンを同定することは事実上不可能であった。本発明ではPCRを
利用し、迅速かつ正確に多剤耐性アシネトバクターの流行クローンが迅速、簡
便に鑑別できる。本法の活用によって危険なクローンの医療環境での蔓延防
止に貢献できると期待される。

想定される用途
● 臨床細菌検査におけるアシネトバクター国際流行クローンの検出と鑑別
● 臨床現場における感染制御の向上
● 我が国で分離される多剤耐性アシネトバクターの分子疫学解析による国内
流行株の把握

多剤耐性アシネトバクター流行クローンの簡便な鑑別法
Simple method for detection of Acnetobacter baumannii epidemic clones

1-⑩
医療福祉機器

http://huga.ume.mech.nagoya-u.ac.jp/
梅原 徳次（名古屋大学 大学院工学研究科 機械理工学専攻 教授）
Noritsugu UMEHARA, Nagoya University

17：10～17：25

医療用メスとして用いられる電気メスの先端電極に付着する凝固血液の付着
抑制を目的として、電気メス先端電極の振動及び冷却を行う凝固血液付着抑
制電気メス先端電極を提案し、その効果を明らかにした。その結果、19μm
以上の振幅で付着力が1/3に、チップ表面温度65℃以下で1/5に低減する
ことを示した。

想定される用途
● 電気メスチップ
● 他の同様の医療器具

血液の凝固付着を抑制する電気メスチップの開発
Development of a Radio Knife Tip Suppressing the Adhesion of Coagulated Blood



10階　会場2：創薬・診断2 発表者との個別面談受付中！

2-①
診　断

http://ccp-koza-meijo-u.jp/
鍋島 俊隆（名城大学 薬学部 地域医療薬局学 特任教授）
Toshitaka NABESHIMA, Meijo University

14：15～14：30

うつ病ではモノアミ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（SERT）およびノルアドレナリント
ランスポーター（NAT）のユビキチン化を介した分解の低下による過剰発現
が、うつ病様行動と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。この変化がうつ病患者血液サンプルにおいても認められることから、
うつ病のバイオマーカー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

モノアミントランスポーターの代謝機構を標的としたうつ病の診断・治療薬開発
Ubiquitilated monoamine trasnsporter as a candidate of diagnosis biomarker and drug target for depression

2-②
創　薬

http://iryou.chunichi.co.jp/article/detail/20111125153905095
山下 光司（静岡大学 創造科学技術大学院 研究部 ナノマテリアル部門 客員教授）
Mitsuji YAMASHITA, Shizuoka University

14：30～14：45

化学的手法、糖や複素環等をキーワードとし、従来技術に勝る新規な医用材料
開発を行っている。擬似糖の一種の「リン糖」のライブラリーを構築し、医工連
携により評価した。リン糖誘導体TBMPPは、現在臨床使用されている分子
標的療法薬剤より活性が高くスペクトルが広い等の優れた特徴を示した。
TBMPPはIER5の発現を亢進しCdc25Bの発現を抑制してアポトーシス
を誘起し、様々な種類の腫瘍細胞増殖を抑制する。新規な糖修飾MRI造影剤、
超親水性材料、潤滑性材料等の医用材料も紹介する。

想定される用途
● 創薬（抗ガン剤）・がん治療
● 画像診断
● 低侵襲性医療

IER5/Cdc25Bを標的とする新規な分子標的リン糖抗腫瘍剤
IER5/Cdc25B Targeted Novel Phospha Sugar Antitumor Agents

2-③
創　薬

http://www1.gifu-u.ac.jp/~mb_chem1/
北出 幸夫（岐阜大学 工学部 化学・生命工学科 教授）
Yukio KITADE, Gigu University

14：55～15：10

RNAi経路で鍵因子となる短鎖二本鎖RNAの末端を化学修飾することで、機
能向上を見出した。今回は、オフ・ターゲット効果の回避を目指した全く新し
い概念の同手法を紹介する。

想定される用途
● 核酸医薬
● 医薬・診断薬ツール

高機能性RNAオリゴマーの開発とRNA医薬への応用
Development of high-functional RNA oligomers and their application for RNA medicines

2-④
創　薬 遠藤 智史（岐阜薬科大学 薬学部 生命薬学大講座 生化学研究室 助教）

Satoshi ENDO, Gifu Pharmaceutical University

15：10～15：25

最近、去勢抵抗性前立腺癌治療薬として欧米で承認されたCYP17A1阻害
剤アビラテロンは、糖質コルチコイドの合成阻害を伴うため、その補充が必要
とされる。アンドロゲン合成においてCYP17A1の下流に位置する
AKR1C3は、腫瘍での高発現が報告され、その阻害剤は糖質コルチコイドの
合成を阻害しない、より安全な抗癌剤になりえると期待される。我々は、選択
的AKR1C3阻害を示す天然化合物をリードとし、強力な阻害剤の開発に成
功した。

想定される用途
● 抗がん剤
● AKR1C3関連疾患の治療薬
● AKR1C3の性状解析のための阻害剤

去勢抵抗性前立腺癌治療薬を指向したアルドケト還元酵素阻害剤の開発
Development of  aldo-keto reductase inhibitors as candidates of therapeutic agent for castration-resistant prostate cancer

2-⑤
創　薬

http://www.gifu-pu.ac.jp/research/research_yakuri.html
田中 宏幸（岐阜薬科大学 薬学部 機能分子学大講座 薬理学研究室 准教授）
Hiroyuki TANAKA, Gifu Pharmaceutical University

http://www.gifu-pu.ac.jp/lab/seika/index.html

15：35～15：50

発表者らは抗アレルギー活性を有する新規化合物の創製を進めた結果、in 
vivoでIgE産生とI型アレルギー反応の両者を抑制する新規化合物を見出し
た。評価系として、マウス能動皮膚アナフィラキシーおよび受身皮膚アナフィ
ラキシーモデルをそれぞれ用いた。その結果、被験化合物の中に両反応を抑制
する化合物を見出した。さらに、抗原特異的IgE値をELISAにより定量した
結果、その上昇を抑制する化合物を見出した。

想定される用途
● アレルギー治療の医薬品または医薬部外品のシーズ
● アレルギー治療の化粧料または食品のシーズ

抗アレルギー活性を有する新規化合物
Newly synthesized anti-allergic compounds

2-⑥
創　薬

http://www.p.kanazawa-u.ac.jp/~bunseki/
小谷 明（金沢大学 医薬保健研究域薬学系 臨床分析科学 教授）
Akira ODANI, Kanazawa University

15：50～16：05

シスプラチンが体内に入って標的と形成する複合体をモデル化した白金、パラジ
ウム錯体は、DNA、タンパク質と反応しないにもかかわらず、強力なプロテアソ
ーム活性阻害に由来する抗がん作用を示し、低副作用の金属標的抗がん剤を開発
した。高活性化合物の細胞増殖阻害IC50値は0.2μMとシスプラチンの40倍
高く、in vivo では、シスプラチン腎毒性や体重減少を示すことなく、シスプラチ
ン同等以上の前立腺がん、乳がん転移骨がん、骨がんの腫瘍体積が縮小した。

想定される用途
● 抗がん剤

シスプラチンを超えた金属抗がん剤
 Anticancer Pt(II) and Pd(II) compounds superior to Cisplatin

2-⑦
創　薬

http://www.isc.chubu.ac.jp/hsh/index.html
鈴木 康夫（中部大学 生命健康科学部 理学療法学科 教授）
Yasuo SUZUKI, Chubu University

16：15～16：30

次期ヒトインフルエンザパンデミック、高病原性鳥インフルエンザのヒト適
応性獲得変異株を含めた全てのA, B型ウイルスに強い阻害活性を示す全く
新しい機構を持つ創薬候補化合物を創製した。 

想定される用途
● 感染予防・治療の両機能性を持つ次世代抗インフルエンザ薬
● ヒトインフルエンザウイルス特異的吸着剤
● インフルエンザウイルス除去フィルター

全てのパンデミックインフルエンザに適応する次世代抗インフルエンザ薬の創製
Development of a new anti-influenza drug effective to all next influenza pandemic

2-⑧
創　薬

http://ortho.med.nagoya-u.ac.jp/office.html
西田 佳弘（名古屋大学 大学院医学系研究科 整形外科学 准教授）
Yoshihiro NISHIDA, Nagoya University

16：30～16：45

骨形成を促進する方法として骨移植、サイトカイン使用、骨髄細胞移植などが
挙げられる。これまで熱によって骨形成を促進する方法については国内外で
報告されていない。マグネタイト包埋リポソームを交番磁場によって加温す
ることで著明に骨が新規に形成することを発見した。キャリアとして従来の
人工骨やゲルを使用することにより、より有効な骨形成が得られる。

想定される用途
● 骨折遷延治癒部、偽関節部
● 骨腫瘍切除部
● 切迫骨折部

熱による新規骨形成促進法の開発：マグネタイト微粒子の応用
A novel strategy for bone formation with hyperthermia: Application of magnetite liposome

2-⑨
創　薬 中村 悟己（浜松医科大学 医学部 腫瘍病理学講座 特任研究員）

Satoki NAKAMURA, Hamamatsu University School of Medicine

16：55～17：10

我々は、未分化癌と分化癌の細胞で遺伝子発現解析を行い未分化癌細胞で高
発現している分子生物学的な機能は不明である新規遺伝子を同定した。該遺
伝子の発現を抑制すると、癌細胞の増殖が抑制されることを確認した。さら
に、該蛋白質のアミノ酸配列から、ある部位のペプチドを合成し、アッセイし
たところ、リン酸化の抑制が確認された。このことから新規ペプチド化合物
が、抗腫瘍薬になる可能性が高い。

想定される用途
● 抗腫瘍薬

腫瘍新規発現蛋白質を標的としたペプチド抗腫瘍薬
To provide an anti-tumor therapy using a peptide-targeting novel protein expression in tumors

2-⑩
創　薬

http://www.phar.agu.ac.jp/laboratory/microbiology/
森田 雄二（愛知学院大学 薬学部 医療薬学科 微生物学講座 准教授）
Yuji MORITA, Aichi Gakuin University

17：10～17：25

多剤耐性緑膿菌感染症は、有効な治療薬がほとんどなく深刻な問題となって
いる。漢方方剤繁用生薬の中から、多剤耐性緑膿菌の耐性克服作用の探索を行
い、2種類の生薬が多剤耐性緑膿菌のアミカシン等アミノ配糖体耐性阻害作
用を有することを見出した。アミノ配糖体耐性阻害作用は、多剤排出ポンプ
MexXY依存的であった。また、それら生薬に共通して含まれる化合物でも、
同様の作用を有し、アミノ配糖体の抗菌作用を増大することを見出した。

想定される用途
● 多剤耐性緑膿菌感染症に対する治療薬
● 多剤耐性緑膿菌の薬剤耐性機構に関する研究

多剤耐性緑膿菌に対してアミノ配糖体耐性阻害作用を示すシード化合物
Naturally occurring lead compounds that inhibit aminoglycoside resistance in multidrug resistant Pseudomonas aeruginosa



シーズ展示会 6階：ポスターや試作品の展示。17時30分からは発明者や各大学のコーディネーターなどと直接質疑応答ができる時間を設けます。

1
創　薬

多剤耐性緑膿菌感染症は、有効な治療薬がほとんどなく深刻な問題となっている。漢方方剤
繁用生薬の中から、多剤耐性緑膿菌の耐性克服作用の探索を行い、2種類の生薬が多剤耐性
緑膿菌のアミカシン等アミノ配糖体耐性阻害作用を有することを見出した。アミノ配糖体
耐性阻害作用は、多剤排出ポンプMexXY依存的であった。また、それら生薬に共通して含ま
れる化合物でも、同様の作用を有し、アミノ配糖体の抗菌作用を増大することを見出した。

森田 雄二（愛知学院大学 薬学部 医療薬学科 微生物学講座 准教授）
Yuji MORITA, Aichi Gakuin University

多剤耐性緑膿菌に対してアミノ配糖体耐性阻害作用を示すシード化合物
Naturally occurring lead compounds that inhibit aminoglycoside 
resistance in multidrug resistant Pseudomonas aeruginosa

医療福祉機器

顎骨骨梁の解析は骨密度と直接関係し、安全な歯科インプラント治療を遂行
するためには、顎骨骨梁を把握することが重要である。しかしながら、詳細な
データが得られる歯科用ＣＴでさえ顎骨骨梁を詳細に解析するには限界があ
る。そこで、マイクロ造形技術を応用して、擬似顎骨骨梁ファントムを開発し
た。このファントム画像と実際の画像との比較から、骨梁構造を推定し得る。

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

2 顎骨擬似骨梁ファントムの開発
Development of phantoms with simulating trabecular bone structure

3
医療福祉機器

ジルコニアは優れた化学的・生物学的安定性と機械的強度を併せもつ生体材料として、医科
や歯科において臨床応用されている。ジルコニア製インプラントはその一つであり、金属ア
レルギーをもつ患者にとってはきわめて有用である。しかしながら、ジルコニア表面の生体
活性はまだ十分ではないため、より良い表面改質方法の開発が必要とされている。本開発で
は、ジルコニア表面にカルシウムイオンを簡便な方法により導入し、その目的を達成した。

伴 清治（愛知学院大学 歯学部 歯科理工学講座 非常勤講師）
Seiji BAN, Aichi Gakuin University

Caイオン導入によるジルコニア表面の生体活性化処理
Bioactive surface modification of zirconia using Ca-ion incorporation

4
医療福祉機器

健康管理や病状の早期発見に向けたライフロギングが注目を集めており、布とい
う日常生活シーンにとけ込み易い素材に注目が集まっている。これに対し我々
は、布にセンサを取り付けるのでは無く、織り構造の工夫によって布自体がセン
サ機能を有する布センサを開発し、日中生活を通した肺機能診断を支援するスパ
イロベスト、日々の褥瘡予防看護を支援するシーツ状布圧力センサを構築した。

間瀬 健二（名古屋大学 大学院情報科学研究科 社会システム情報学専攻 教授）
Kenji MASE, Nagoya University

健康・医療のための布センサを用いた日常診断支援システム
Daily Inspecton Support systems for Health and 
Medical Treatments using e-Textile Sensors

7
創　薬

RNAi経路で鍵因子となる短鎖二本鎖RNAの末端を化学修飾することで、機能向上を見出
した。今回は、オフ・ターゲット効果の回避を目指した全く新しい概念の同手法を紹介する。

北出 幸夫（岐阜大学 工学部 化学・生命工学科 教授）
Yukio KITADE, Gigu University

高機能性RNAオリゴマーの開発とRNA医薬への応用
Development of high-functional RNA oligomers and 
their application for RNA medicines

5
医療福祉機器

近年、転移がんに対する早期かつ低侵襲な検査への期待から末梢血液中を循
環するがん細胞（CTC）の検出技術への関心が高まっている。しかし、従来機
は処理速度が遅いわりに大型で高価であることから、普及性に乏しい。我々
は、CTCなどの希少細胞を迅速かつ安価に分離・回収するために、微細加工を
施したマイクロ流体チップを併用した新方式セルソーターの開発を行った。

新井 史人、益田 泰輔
（名古屋大学 大学院工学研究科 マイクロ・ナノシステム工学専攻 教授、助教）

Fumihito ARAI, Taisuke MASUDA, Nagoya University

新方式セルソーターの開発
Development of new cell-sorting system

6

診　断

日本発の固有技術で世界に類を見ない、イオン濃度の僅かな変化をリアルタイムで観察
することができる高性能センサを医療分野に応用します。アルツハイマー及びパーキン
ソン病など早期に発見できれば治療効果の大きい成人病を、本人の自覚がない早期に、か
つ無侵襲で診断する方法を確立し、医療機関のみならず一般家庭でも簡単にだれでも同
じ精度で診断できる製品を開発しています。今回はその開発内容の概要を発表します。

早川 浩達（日本ケミコン株式会社 営業本部 開発営業2Gr. グループ長）
澤田 和明（豊橋技術科学大学 電気・電子情報工学系 教授）
Hiromichi HAYAKAWA, Nippon Chemi-con Corporation
Kazuaki SAWADA, Toyohashi University of Technology

イオンイメージセンサの医療分野への応用（新診断技術の開発）
Various application of ION Image sensor for medical 
field(Development of new detecting technology)

リサーチツール

特異的認識抗体の作成が困難な硫酸化多糖に対して、構造特異的に識別が可
能な分子プローブを作成した。また、この複雑な構造を有する硫酸化された糖
鎖を特異的に認識する分子プローブを利用し、そのプローブとの相互作用に
より簡便に蛍光検出できる方法を開発した。基礎研究におけるグリコサミノ
グリカンの簡便な検出法として利用できる上、糖鎖構造と疾患との関連を簡
便に判定するツールとしても利用可能と考えている。

矢部 富雄（岐阜大学 応用生物科学部 応用生命科学課程 准教授）
Tomio YABE, Gifu University

8 蛍光分子プローブによるグリコサミノグリカンの検出法
Detection of glycosaminoglycans by fluorescent molecular probe

9
創　薬

クロロキン耐性株に対して有効な、２つのπ共役平面構造を有する新規化合
物群を開発した。それらは、クロロキン感受性株、クロロキン耐性株共に既存
薬より強い活性を示し、また、in vivo活性について一部の化合物を検討した
ところ、in vivoでも高く持続的な抗マラリア活性が確認できた。

樋口 恒彦（名古屋市立大学 大学院薬学研究科 創薬生命科学専攻 教授）
Tsunehiko HIGUCHI, Nagoya City University

クロロキン耐性マラリアに有効な抗マラリア活性化合物
New entry of anti-malarial compounds effective to 
chloroquine-resistant malaria parasites

10
リサーチツール

当部では日本人悪性中皮腫患者より中皮腫細胞株を樹立し、その分子生物学
的な解析を行っている。現在、悪性中皮腫に対する有効な治療薬はほとんど
なく、患者の予後は極めて不良である。新規に樹立した中皮腫細胞株を評価
系として用い、新規薬剤のスクリーニングに役立てたいと考えている。

関戸 好孝（愛知県がんセンター研究所 分子腫瘍学部 部長）
Yoshitaka SEKIDO, Aichi Cancer Center Research Institute

悪性中皮腫に対する新規治療法開発へ向けた中皮腫細胞株の利用
Application of malignant mesothelioma cell lines 
for new target therapies

12
創　薬

最近、去勢抵抗性前立腺癌治療薬として欧米で承認されたCYP17A1阻害剤
アビラテロンは、糖質コルチコイドの合成阻害を伴うため、その補充が必要と
される。アンドロゲン合成においてCYP17A1の下流に位置するAKR1C3
は、腫瘍での高発現が報告され、その阻害剤は糖質コルチコイドの合成を阻害
しない、より安全な抗癌剤になりえると期待される。我々は、選択的AKR1C3
阻害を示す天然化合物をリードとし、強力な阻害剤の開発に成功した。

遠藤 智史（岐阜薬科大学 薬学部 生命薬学大講座 生化学研究室 助教）
Satoshi ENDO, Gifu Pharmaceutical University

去勢抵抗性前立腺癌治療薬を指向したアルドケト還元酵素阻害剤の開発
Development of aldo-keto reductase inhibitors as candidates of 
therapeutic agent for castration-resistant prostate cancer

14
診　断

生体内で生成される終末糖化産物（AGEs）の中でも、糖代謝中間体のグリセ
ルアルデヒドに由来するAGEs（toxic AGEs, TAGE）が生活習慣病の発
症・進展に強く関与している事を明らかにしてきた。今回は、TAGE病因説を
紹介するとともに、血中TAGE量の変動が生活習慣病の発症・進展の予防及
び治療効果の判定に有用であることについて紹介する。

竹内 正義（金沢医科大学 総合医学研究所 教授）
Masayoshi TAKEUCHI, Kanazawa Medical University

生活習慣病の発症・進展の予防及び治療標的としての新規ターゲット分子－Toxic AGEs (TAGE)－
Toxic AGEs (TAGE) as novel preventive and therapeutic target molecules 
for the pathogenesis and progression of the life style-related disease

医療福祉機器

順次発生される異なる音階を利用し、ただ一つのスイッチで操作対象の複数
の動作を制御する音式スイッチコントローラー”ハミングコントローラー”
を開発したので、これを紹介する。なお、このコントローラーは、複数の音階
を順次発生する手段と、操作対象への制御信号出力手段を備えている。

青木 久（元・愛知県心身障害者コロニー発達障害研究所 元・機能発達学部 元・室長）
Hisashi AOKI, Institute for Developmental Research, Aichi Human Service Center

11 音階を利用したスイッチコントローラー
Switch controller using different acoustic scales generated one by one

創　薬

発表者らは抗アレルギー活性を有する新規化合物の創製を進めた結果、in vivoでIgE
産生とI型アレルギー反応の両者を抑制する新規化合物を見出した。評価系として、マ
ウス能動皮膚アナフィラキシーおよび受身皮膚アナフィラキシーモデルをそれぞれ
用いた。その結果、被験化合物の中に両反応を抑制する化合物を見出した。さらに、抗原
特異的IgE値をELISAにより定量した結果、その上昇を抑制する化合物を見出した。

田中 宏幸（岐阜薬科大学 薬学部 機能分子学大講座 薬理学研究室 准教授）
Hiroyuki TANAKA, Gifu Pharmaceutical University

13 抗アレルギー活性を有する新規化合物
Newly synthesized anti-allergic compounds

15
医療福祉機器

尿路結石は高頻度で再発することが知られている。尿中の結石再発危険度が簡便に調べ
られれば、患者への再発指導に非常に役立つ。発表者は、マイクロプレートと倒立顕微鏡
を用いて尿中の結石成分飽和度を簡便に調べる新たな方法の有用性を確認した。この方
法を広く一般医療現場での臨床に供するには、さらに簡易なキットの開発が望まれる。

森山 学（金沢医科大学氷見市民病院 泌尿器科 教授）
Manabu MORIYAMA, Kanazawa Medical University Himi Municipal Hospital

尿路結石の再発予防および生活指導のための簡便な検査機器の開発
Development of a novel and simple clinical laboratory equipment 
to prevent patients from recurrence of urinary stones

16
リサーチツール

内在性分泌型RAGE（endogenous secretory receptor for advanced glycation 
end-products、esRAGE）は炎症や糖尿病合併症、動脈硬化、アルツハイマー病等と
いった加齢関連疾患の発症進展に対して抑制的に働くデコイ（おとり）タイプの受容
体である。恒常的にヒトesRAGEを過剰発現するマウスを用いることで、様々な病
態への有効性の検証やその抑制メカニズムの解明等の機能解析が可能となる。

山本 靖彦（金沢大学 医薬保健研究域 医学系 准教授）
Yasuhiko YAMAMOTO, Kanazawa University

抗炎症・抗加齢に働く内在性分泌型デコイタイプ受容体の機能解析技術
Functional roles of endogenous secretory receptor for advanced 
glycation end-products (esRAGE) in anti-inflammation and anti-aging

創　薬

シスプラチンが体内に入って標的と形成する複合体をモデル化した白金、パラジ
ウム錯体は、DNA、タンパク質と反応しないにもかかわらず、強力なプロテアソ
ーム活性阻害に由来する抗がん作用を示し、低副作用の金属標的抗がん剤を開発
した。高活性化合物の細胞増殖阻害IC50値は0.2μMとシスプラチンの40倍
高く、in vivo では、シスプラチン腎毒性や体重減少を示すことなく、シスプラチ
ン同等以上の前立腺がん、乳がん転移骨がん、骨がんの腫瘍体積が縮小した。

小谷 明（金沢大学 医薬保健研究域薬学系 臨床分析科学 教授）
Akira ODANI, Kanazawa University

17 シスプラチンを超えた金属抗がん剤
Anticancer Pt(II) and Pd(II) compounds superior to Cisplatin

18 腫瘍新規発現蛋白質を標的としたペプチド抗腫瘍薬
To provide an anti-tumor therapy using a peptide-targeting novel protein expression in tumors

創　薬

我々は、未分化癌と分化癌の細胞で遺伝子発現解析を行い未分化癌細胞で高発現し
ている分子生物学的な機能は不明である新規遺伝子を同定した。該遺伝子の発現を
抑制すると、癌細胞の増殖が抑制されることを確認した。さらに、該蛋白質のアミノ
酸配列から、ある部位のペプチドを合成し、アッセイしたところ、リン酸化の抑制が
確認された。このことから新規ペプチド化合物が、抗腫瘍薬になる可能性が高い。

中村 悟己（浜松医科大学 医学部 腫瘍病理学講座 特任研究員）
Satoki NAKAMURA, Hamamatsu University School of Medicine

19 再生医療材料としてのエラスチン・フィブリリン素材の産業応用展開
Industrial application of elastin and fibrillin as regeneration medicine material

再生医療

生体組織の弾性を担う弾性繊維を高純度で抽出し、再生医療用の組織足場材料に応用す
る研究成果のなかで見出した機能・効果に関する部分を、医薬品や医療器具に応用するだ
けでなく、健康食品、美容関連商品に展開することが可能な素材開発技術。具体的には、生
体の弾性組織から特性の異なる５種類の水溶性エラスチンと、水溶性フィブリリンとい
う弾性繊維の主成分を抽出し純度を向上する製造技術と、その素材のヒト皮膚細胞や血
管細胞に対する効果的な反応を基に、スキンケア商品や健康補助食品を開発できる。

宮本 啓一（三重大学 大学院工学研究科 分子素材工学専攻 准教授）
Keiichi MIYAMOTO, Mie University

医療福祉機器

マルチスタティックUWBレーダ方式のマイクロ波マンモグラフィを開発し、臨床
試験を行った。本装置は、モノスタティックUWBレーダで開発された広帯域ビーム
フォーミングアルゴリズムMISTを、マルチスタティックUWBレーダに拡張し、高
分解能、低アーチファクトを実現した。さらに、吸引固定型のセンサーを用い、被験
者の撮像時のずれを抑えることによって、撮像ミスの少ないシステムを実現した。

桑原 義彦（静岡大学 大学院工学研究科 電気電子工学専攻 教授）
Yoshihiko KUWAHARA, Shizuoka University

20 マイクロ波マンモグラフィの開発
Development of Microwave Mammography

創　薬

化学的手法、糖や複素環等をキーワードとし、従来技術に勝る新規な医用材料開発を
行っている。擬似糖の一種の「リン糖」のライブラリーを構築し、医工連携により評価
した。リン糖誘導体TBMPPは、現在臨床使用されている分子標的療法薬剤より活性
が高くスペクトルが広い等の優れた特徴を示した。TBMPPはIER5の発現を亢進し
Cdc25Bの発現を抑制してアポトーシスを誘起し、様々な種類の腫瘍細胞増殖を抑制
する。新規な糖修飾MRI造影剤、超親水性材料、潤滑性材料等の医用材料も紹介する。

山下 光司（静岡大学 創造科学技術大学院 研究部 ナノマテリアル部門 客員教授）
Mitsuji YAMASHITA, Shizuoka University

21 IER5/Cdc25Bを標的とする新規な分子標的リン糖抗腫瘍剤
IER5/Cdc25B Targeted Novel Phospha Sugar Antitumor Agents

創　薬

次期ヒトインフルエンザパンデミック、高病原性鳥インフルエンザのヒト適
応性獲得変異株を含めた全てのA, B型ウイルスに強い阻害活性を示す全く
新しい機構を持つ創薬候補化合物を創製した。 

鈴木 康夫（中部大学 生命健康科学部 理学療法学科 教授）
Yasuo SUZUKI, Chubu University

22 全てのパンデミックインフルエンザに適応する次世代抗インフルエンザ薬の創製
Development of a new anti-influenza drug effective to all next influenza pandemic

23 細胞表面抗原に対する抗体の検出法
Detection of Antibodies to Labile Epitopes on Cell Surface Proteins

リサーチツール

主な自己抗体測定の臨床検査は細胞内の可溶性蛋白を標的抗原としたもので、細胞表面抗
原に対する自己抗体の検出法は確立されていない。そこで細胞表面に露出する膜蛋白に対
する抗体の検出方法を確立し、腎疾患に応用したところ疾患活動性に関する血管内皮抗体
を見出した。本法は様々な細胞種の使用にて、臓器特異的な表面抗原の同定と対応する自
己抗体の測定を可能とする。また細胞表面抗原を狙った抗体医薬開発にも応用できる。

高橋 和男（藤田保健衛生大学 医学部 腎内科学 講師）
三浦 惠二（藤田保健衛生大学 総合医科学研究所 抗体プロジェクト研究部門 講師）
Kazuo TAKAHASHI, Keiji MIURA, Fujita Health University

医療福祉機器

痙縮は残存する随意運動を阻害し、歩行やADLを困難にする。そのため痙縮コントロー
ルはリハビリの重要な課題であり、現在さまざまな治療法が研究されている。一方、治療
効果の判定においては、客観的な定量的評価法は確立されていない。我々は、手関節、足
関節の痙縮評価装置を開発し、治療の効果を客観的に評価する。さらに、筋を弾性、粘性、
神経要素に分離し、さまざまな治療法がどの要素を改善しているのかを評価できる。

富田 豊（藤田保健衛生大学 藤田記念七栗研究所 リハビリテーション研究部門 教授）
Yutaka TOMITA, Fujita Health University

24 痙縮評価装置の開発
Development of Spasticity Measurement System

創　薬

D-セリンは、NMDA受容体のコアゴニストとして、神経変性疾患、脳梗塞、てん
かん発作などに関与する。D-セリンは、セリンラセマーゼ(SR)により産生され
るため、SR阻害薬は、これらの病態の治療薬として期待される。我々は、in silico 
スクリーニングと酵素活性評価により、SRの新規阻害薬候補を見出した。

森 寿（富山大学 大学院医学薬学研究部（医学） 分子神経科学講座 教授）
Hisashi MORI, University of Toyama

26 セリンラセマーゼ新規阻害薬の開発
Development of novel serine racemase inhibitors

25
再生医療

ポリ乳酸などの生分解性不織布に、末梢血単核球や間葉系幹細胞を捕捉するデバイスを作成し
た。不織布に捕捉されることで、細胞からの成長因子産生が亢進すること、および、この細胞/不
織布複合体を、慢性腎不全モデルラットに植込むことで、糸球体硬化病理像が改善することを見
出した。細胞を捕捉した不織布を、障害部位近傍に留置することで、障害部位とのクロストーク
により、最適組成の成長因子や細胞ソースが、最適タイミングで放出されることを狙っている。

北口 暢哉（藤田保健衛生大学 医療科学部 臨床工学科 教授）
Nobuya KITAGUCHI, Fujita Health University

生分解性不織布を足場材料とする再生医療デバイス:腎再生を目指して
Biodegradable nonwoven filters as scaffolds for 
regenerative medicine, especially for kidney

27
創　薬

無触媒で効率よく進行するクリック型反応について報告する。チオアミドとスルホニルア
ジドをエタノール中、室温で撹拌するだけでスルホニルアミジンが収率良く生成した。脂
肪族、芳香族、環状骨格などさまざまな置換基を導入しても反応は進行し、加熱することで
短時間かつ定量的に反応が進行した。さらに、本反応は水中で最も効率よく進行すること
も確認できたため、無触媒下でのクリック型反応として生体分子への展開が期待できる。

千葉 順哉（富山大学 大学院医学薬学研究部 生体認識化学研究室 助教）
Junya CHBA, University of Toyama

チオアミドを利用した水中での無触媒クリック型反応
Coupling Reaction of Thioamides with Sulfonyl Azides as 
a Catalyst-Free Click-Type Ligation under Mild Condition

創　薬

作用させたいタンパク質を、遺伝子工学技術で合成した生体高分子結合ペプチドで生
体高分子に固定する（内層）。この内層の生体高分子を、さらに生分解性高分子で包んだ。
この二層型微粒子は、内層の生体高分子が特定の酵素で分解された時にのみタンパク
質が徐放される。従って、内包タンパク質の初期漏出（バースト）によるロスを無くすこ
とができ、また、タンパク質の放出時機を内層高分子の分解によって厳密に規定できる。

中路 正（富山大学 先端ライフサイエンス拠点 工学系テニュアトラック 特命助教）
Tadashi NAKAJI-HIRABAYASHI, University of Toyama

28 タンパク質の作用時機を厳密に制御できる生分解性高分子微粒子
Biodegradable microparticles for strictly regulating the action of protein drug



シーズ展示会 6階：ポスターや試作品の展示。17時30分からは発明者や各大学のコーディネーターなどと直接質疑応答ができる時間を設けます。

32 iPS細胞の確立に寄与する簡易液滴エレクトロポレーション装置
The droplet electroporation of cell transfection for iPS cells

再生医療

採取した末梢組織の細胞をiPS 細胞化する段階（山中因子の導入）が律速と
なっており、iPS 細胞は、世界的に圧倒的な供給不足である。そこで、iPS 細
胞株樹立の高効率化を目指し、小体積の液滴の中で遺伝子導入の自動化を可
能とする簡便な遺伝子導入方法・装置を開発した。

沼野 利佳（豊橋技術科学大学 大学院工学研究科 環境･生命工学専攻 准教授）
栗田 弘史（豊橋技術科学大学 大学院工学研究科 環境・生命工学専攻 助教）
Rika NUMANO, Hirofumi KURITA, Toyohashi University of Technology

29
医療福祉機器

従来の癌の最終診断は形態学的組織染色像を光学顕微鏡にて病理診断医が診断している。提
案の開発は、診る癌組織を染色せずに生鮮凍結薄切切片を、裸眼では不可視の中赤外線のス
ペクトル計測をマッピングすることで、組織内分子の振動構造のガンマーカー成分比の可視
化を、鮮度保持セルホルダーと迅速計測顕微鏡の開発を試みたのでその成果を報告する。

三好 憲雄（福井大学 医学部 腫瘍病理学領域 助教）
Norio MIYOSHI, University of Fukui

迅速がん診断用赤外顕微装置の開発
Development of the Instrument of Fourier Transform 
Infrared Microscope for Rapid Diagnosis of Cancer

医療福祉機器

医師や看護師と協調して回診作業を支援するロボットTerapioについて紹介する。
Terapioは、人物追従、パワーアシスト、診療、メンテナンスの行動モードをもち、医
師が大局的に状況を判断して行動モードを選択することで、院内環境での安全な回
診支援を実現する。また、Terapioは表情生成、映像音声記録、物品収納などの機能
も搭載しており、周辺の人に安心感を与えながら、医療物品や患者情報を搬送する。

三枝 亮（豊橋技術科学大学 人間・ロボット共生リサーチセンター 特任准教授）
Ryo SAEGUSA，Toyohashi University of Technology

30 協調作業型回診支援ロボットTerapioの開発
Development of a cooperative round support robot Terapio

創　薬

有機フッ素化合物は医農薬品の合成中間体として需要が大きい。中でもトリフルオロ
メチル基は薬物の機能向上に汎用される置換基である。我々は不斉炭素上にトリフル
オロメチル基を導入する新たな手法を開発した。具体的には4,4,4－トリフルオロク
ロトンアルデヒドの効果的な合成法を確立し，これを反応基質とした不斉マイケル付
加反応を行うことにより様々なトリフルオロメチル化合物を高い光学純度で合成する
ことに成功した。これらは含フッ素医薬品のビルディングブロックとして期待できる。

柴富 一孝（豊橋技術科学大学 大学院工学研究科 環境・生命工学専攻 准教授）
Kazutaka SHIBATOMI，Toyohashi University of Technology

31 医薬品中間体に好適な光学活性フッ素化合物の合成
Asymmetric Synthesis of Chiral Fluorinated Compounds as Drug Intermediates

医療福祉機器

マダニの持つSFTSウィルスは、今日の日本において最も厄介な感染症の一つ
である。フィールド(野外)や地方の病院で検査可能で、簡単、迅速、高感度、低コ
ストで信頼性のあるツールの開発が求められている。我々はマイクロ流体及びμ
TAS技術を使ってこれらの要求を満足させるシステムの技術開発に成功した。

土谷 徹（豊橋技術科学大学 エレクトロニクス先端融合研究所 特任准教授）
Tohru TSUCHIYA，Toyohashi University of Technology

33 マダニにおけるSFTSウィルスの迅速検出システムの開発
Development of the rapid detection system for SFTS virus in the tick

創　薬

ヒト血清中において分解されにくい天然型ヌクレオチドから構成されるRNA
配列を提供する。通常の天然型RNAはヒト血清中において安定に存在させるこ
とはできないが、今回提供するRNAは天然型であるにもかかわらず、ヒト血清
中において少なくとも1時間は分解されない。テロメラーゼRNAの不活化能を
付与させた形態での提供も可能。

梅影 創（豊橋技術科学大学 大学院工学研究科 環境・生命工学専攻 講師）
So UMEKAGE，Toyohashi University of Technology

34 ヒト血清中で分解されにくい天然型RNA配列
A human serum nuclease-resistant RNA sequence

35
医療福祉機器

手指関節内骨折の治療では、関節面のAlignmentを保つため関節に牽引を加える必要
がある。そのための牽引用デバイスは既にいくつか存在するが、これらはゴムの力を用
いた牽引法であり、①組み立てが煩雑、②サイズが大きく常時装着しておくには不便、③
牽引力の微調整が困難、といった欠点があった。我々は、牽引力にゴムではなく金属ばね
とナットとボルトの原理を応用した牽引用器械を考案し、上記問題点を全て解決した。

新井 哲也（名古屋大学 大学院医学系研究科 機能構築医学専攻 運動・形態外科学講座手の外科学 医員）
Tetsuya ARAI, Nagoya Universtiy

指関節内骨折に対して微量かつ定量的な牽引が可能な創外
固定器AIR-X(Axial Impact Reduction Fixator)
The AIR-X (Axial Impact Reduction Fixator): a novel external fixator that enables 
minor and quantitative traction for intraarticular phalangeal fractures of the hand

診　断

病院内で流行しやすい多剤耐性アシネトバクタークローンの同定には、複数の遺伝
子の塩基配列の解読を要し、設備、時間、費用が必要となり、臨床現場で流行クロー
ンを同定することは事実上不可能であった。本発明ではPCRを利用し、迅速かつ正
確に多剤耐性アシネトバクターの流行クローンが迅速、簡便に鑑別できる。本法の
活用によって危険なクローンの医療環境での蔓延防止に貢献できると期待される。

荒川 宜親（名古屋大学 医学系研究科 基礎医学専攻 教授）
Yochichika ARAKAWA，Nagoya University

36 多剤耐性アシネトバクター流行クローンの簡便な鑑別法
Simple method for detection of Acnetobacter baumannii epidemic clones

医療福祉機器

DNAを分子量ごとに分離する技術はDNA解析の基本行程の一つとして重
要である。本研究では、マイクロ流路内に形成した微細な障壁構造を”分子ふ
るい”として用い、DNAを分離するデバイスの開発に取り組んでいる。人工
的な構造をふるいとして用いるため、分離特性を理論的に予測することが可
能である。これにより分離する分子量範囲に応じた最適設計や、ラダーとの
比較を必要とせずに分子量の特定ができる可能性がある。

伊藤 伸太郎（名古屋大学 大学院工学研究科 マイクロ・ナノシステム工学専攻 講師）
Shintaro ITOH, Nagoya University

37 微細障壁構造を用いたDNA分離用マイクロ電気泳動チップの開発
DNA size separation by electrophoresis on a chip with micro-fence structures

再生医療

iPS細胞技術を利用し、患者の存命中に疾患原因を内在した神経細胞ネット
ワークを形成すれば、その疾患の原因の解明や創薬に利用でき、従来のモデ
ルマウスと並ぶ疾患モデルチップを作る事が可能である。これまで、in vitro
の神経細胞ネットワーク形成技術が無かったが、我々のグループはこの問題
を解決し、患者から樹立したiPS細胞を利用した疾患モデルチップの開発と
そのハイスループットスクリーニング装置の開発を進めている。

宇理須 恒雄（名古屋大学 革新ナノバイオデバイス研究センター 特任教授）
Tsuneo URISU, Nagoya University

39 iPS細胞技術を利用した人疾患モデルチップの開発
Development of human disease model chip using iPS cells

医療福祉機器

大規模での細胞回収方法は産業・環境浄化等において開発すべき技術であ
る。しかし、規模が大きくなれば、それだけコストがかかり、しかも環境負荷
も大きい。そこで、低コストで環境負荷の少ない細胞回収方法を開発したの
で、提案する。本技術にさらに一工夫を加えると、河川・湖沼・海洋等での環境
浄化が期待できる技術になりうるものと期待される。

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

40 大容量からの細胞回収方法
Cell collection method from large volume

医療福祉機器

循環腫瘍細胞の計測は低侵襲でがんの術後経過観測を可能とするために今
後期待される技術である。しかし現状の手法は煩雑な操作、高価な装置、熟練
した技師を必要とし、臨床の現場で適用できるレベルではない。そこで循環
腫瘍細胞の簡便・安価な検出方法および分離回収デバイスを紹介する。本シ
ーズは、免疫染色不要・抗原の種類によらず血中の腫瘍細胞を簡便に検出・回
収可能であり、今後の事業化が期待されるものである。

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

41 循環腫瘍細胞の非標識検出法および分離回収デバイス
Non-labeling detection and separation device for circulating tumor cells

創　薬

本発表では、化粧品（美白剤／白髪予防・治療剤／シワ予防・治療等）に対して
は in vivoのスクリーニング技術を用い、医薬部外品・機能性食品・医薬品（肝
斑予防・治療剤／育毛剤／難聴予防・治療剤／ロコモティブシンドローム予
防・治療剤等）に対しては、モデルマウス等を用いた in vivoのスクリーニン
グ技術も併用して、画期的な効果を持つアンチエイジング剤を開発する技術
の概要について説明させていただきます。

加藤 昌志（名古屋大学 大学院医学系研究科 健康社会医学専攻 教授）
Masashi KATO, Nagoya University

42 メラニン制御による画期的なアンチエイジング剤の開発
Development of epochal anti-aging drugs through regulation of melanin production

38
医療福祉機器

医療用メスとして用いられる電気メスの先端電極に付着する凝固血液の付着抑
制を目的として、電気メス先端電極の振動及び冷却を行う凝固血液付着抑制電気
メス先端電極を提案し、その効果を明らかにした。その結果、19μm以上の振幅
で付着力が1/3に、チップ表面温度65℃以下で1/5に低減することを示した。

梅原 徳次（名古屋大学 大学院工学研究科 機械理工学専攻 教授）
Noritsugu UMEHARA, Nagoya University

血液の凝固付着を抑制する電気メスチップの開発
Development of a Radio Knife Tip Suppressing the 
Adhesion of Coagulated Blood

43
創　薬

神経芽腫は難治性小児固形腫瘍であるが、手術・化学療法・放射線治療を柱とする現行のまま
での治療成績向上は望めず、新規治療法の開発が待たれている。分泌性成長因子である
Midkine (MK)は、神経芽腫細胞から高発現しており、神経芽腫の発生や進展への寄与のみ
ならず、治療の分子標的としての有用性が明らかになってきた。本課題では、より高い抗腫瘍
効果を持つ抗MK抗体の樹立を目的とし、複数の抗体の作製、MKに対する親和性を高める
改変の導入、そして抗腫瘍効果の比較検討を経て、臨床治療へと応用でき得るものを得た。

岸田 聡（名古屋大学 大学院医学系研究科 生物化学講座 分子生物学 助教）
Satoshi KISHIDA, Nagoya University

難治性小児がん神経芽腫の治療に向けた抗MK抗体の開発
Development of anti-MK antiboby for the treatment 
of malignant pediatric tumor, neuroblastoma

44
創　薬

骨形成を促進する方法として骨移植、サイトカイン使用、骨髄細胞移植など
が挙げられる。これまで熱によって骨形成を促進する方法については国内外
で報告されていない。マグネタイト包埋リポソームを交番磁場によって加温
することで著明に骨が新規に形成することを発見した。キャリアとして従来
の人工骨やゲルを使用することにより、より有効な骨形成が得られる。

西田 佳弘（名古屋大学 大学院医学系研究科 整形外科学 准教授）
Yoshihiro NISHIDA, Nagoya University

熱による新規骨形成促進法の開発：マグネタイト微粒子の応用
A novel strategy for bone formation with hyperther-
mia: Application of magnetite liposome

創　薬

本技術は、B型肝炎ウイルス感染機構を有するウイルス様ナノ粒子「バイオナノ
カプセル(BNC)」を用い、免疫の司令塔である樹状細胞への積極的なワクチン
抗原(タンパク質・核酸)の送達によって、効果的な免疫応答を誘導可能なドラ
ッグデリバリーシステムに基づくワクチン基盤技術である。すでに、免疫原性の
低いサブユニットワクチンを用いた感染症モデル実験において、効果的な感染
防御能の付与に成功しており、本技術のワクチン開発への応用が期待される。

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）
Shun'ichi KURODA, Nagoya University

45 樹状細胞内にタンパク質や核酸を送達する「攻めのワクチン」の創製
Dendritic Cell-specific Protein/DNA Delivery for Aggressive Vaccines

診　断

ループス腎炎は早期診断および適切な病勢把握によってその治療予後は大きく変わる。
ループス腎炎は発症・再発機構の複雑さのため複数の免疫抑制剤を使用する。過度の薬
物投与はかえって腎機能障害を誘発するため、疾患予後が未だ良いとは言えない。今回、
我々はCD147はTリンパ球の制御を行う特徴を通じて、腎組織障害やその障害を引き
起こす炎症細胞浸潤と強い相関を持つ事を実際の腎生検組織標本を用いて示した。
CD147は非侵襲的にループス腎炎において腎障害程度を推測する指標となり得る。

小杉 智規（名古屋大学 大学院医学部 腎臓内科 助教）
Tomoki KOSUGI, Nagoya University

46 CD147はループス腎炎の病勢を反映する
Plasma CD147 reflects histological features in patients with lupus nephritis

創　薬

光刺激に応じた細胞毒性効果を有するホルミルピリミジンヌクレオシド放出型ヌクレオシ
ド誘導体。ならびに、高い二重鎖形成能と酵素対性能を有する架橋型オリゴヌクレオチド。

兒玉 哲也（名古屋大学 創薬科学研究科 基盤創薬学専攻 准教授）
Tetsuya KODAMA, Nagoya University

47 ヌクレオシド・ヌクレオチドならびにオリゴヌクレオチドのメディシナルケミストリー
Medicinal Chemistry of Nucleosides, Nucleotides, and Oligonucleotides

その他

動物実験施設においては多くの管理項目があり、円滑な運営のためには、それら
の優先度を吟味し、適切な管理システムを構築する必要がある。これまで大学等
の研究機関においては、既存システムが高価であったり、管理項目が特殊である
などの理由から、システム・ソフトウェアは積極的に導入されてこなかった。
今般、主に研究機関向けに、安価、かつ汎用的な管理システム・ソフトウェアを作成したので紹介する。

佐藤 純（名古屋大学 動物実験支援センター 東山動物実験施設長、教授）
庄崎 信也（合資会社エバネクスト 無限責任社員）
Jun SATO, Nagoya University
Nobuya SHOSAKI, EVANEXT limited partnership company

49 動物実験施設の管理をサポートするシステムとソフトウェア
Managemtnet system and software for animal experimentation facility

48
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サブピクセル独立駆動技術を使用した新しい分解能向上技術が、医療用白黒
液晶ディスプレイ(LCD)のために開発された。白黒LCDの各ピクセルはカ
ラー液晶パネルで使用するカラーフィルタを削除することで3つのサブピ
クセルと成る。この新技術を実装した新しいLCDシステムでは、サブピクセ
ルの強度は詳細な画像情報によって調整され、解像度は3倍に増強される。

小寺 吉衞（名古屋大学 大学院医学系研究科 医療技術学専攻 教授）
Yoshie KODERA, Nagoya University

サブピクセル独立駆動技術を使用した画像表示装置および画像表示プログラム
Image display device and image display program 
using the independent sub-pixel driving technology

50
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MEMS微細加工技術を用いた微細・小型医療応用デバイスを紹介する。具体
的には、①経皮吸収剤応用を目的とした大きさmm以下の微細生分解性マイ
クロニードル、②肺内部での呼気吸気計測を可能にする小型カテーテル気流
センサ（外径2.0mm以下）、について、これまでの研究開発成果を報告する。

式田 光宏（名古屋大学 大学院研究科 附属マイクロナノメカトロニクス研究センター 准教授）
Mitsuhiro SHIKIDA, Nagoya University

マイクロ技術を用いたマイクロニードル＆肺機能評価用気流センサ
Micromachined needle array for transdermal DDS and 
catheter flow sensor for evaluating lung functions

51
診　断

家族性静脈血栓塞栓症家系の解析から、アンチトロンビンによる制御を受けずトロンビン
が過剰に働くことが原因で静脈血栓塞栓症を発症することを発見し、新規の静脈血栓塞栓
症の疾患概念「アンチトロンビン抵抗性」を提唱した。しかし、アンチトロンビン抵抗性は現
行の臨床検査法では検出できないため、新規のアンチトロンビン抵抗性検出法を考案した。
血栓症発症前の発症リスク診断や有効な抗血栓薬選択ツールとしての応用も期待できる。

高木 明（名古屋大学 大学院医学系研究科 医療技術学専攻 病態解析学講座 助教）
Akira TAKAGI, Nagoya University

新規静脈血栓塞栓症リスク・アンチトロンビン抵抗性の検出法
Analytical method for new risk factor on venous 
thromboembolism ; Antithrombin resistance

52 筋肉痛の診断と治療効果を可視化・可聴化する医療デバイス
The medical device that visualizes and auralizes muscle pain for diagnosis and treatment

医療福祉機器

肩こりや腰痛の多くは筋肉に原因を有し、成人人口の約40%が罹患する慢性難治性疾患で
ある。本装置は肩こりや腰痛患者の筋組織内に限局して生じる過緊張を電気生理学的に検出
して可視化・可聴化し、そのポイントのみを限局して治療できる医療デバイスである。これに
より筋肉痛の効果的診断や治療が可能となる。特に、鍼治療分野での普及が期待できる。

田口 徹（名古屋大学 環境医学研究所 神経系分野II 助教）
Toru TAGUCHI, Nagoya University

53
再生医療

[目的]ヒト乳歯歯髄幹細胞培養上清(SHED-CM)の投与が、STZマウスの耐糖能障害に及ぼす影響を検討した。
[方法]C57B/6/JマウスにSTZを投与し、14日間DMEM、SHED-CM、Exendin-4(Ex)を各群投
与し、体重・随時血糖・IPGTT・単離膵臓のinsulin contentおよび病理組織学的に比較検討を行った。
[結果]各群共に体重の変化はなかったが、随時血糖値・IPGTTはDMEM群とEx群に比
べ、SHED-CM群では有意に改善し、insulin分泌も増加した。単離膵臓のinsulin content
は、DMEM群とEx群に比べ、SHED-CM群は有意に高値を示し、病理組織学的検討におい
てDMEM群やEx群に比べ、SHED-CM群はinsulin陽性細胞の面積を有意に増加させた。
[考察] STZマウスにおいて、Exより効果的にSHED-CMが耐糖能障害改善効果を示し
た。SHED-CMが新規糖尿病治療薬となる可能性がある事が示唆された。

恒川 新（名古屋大学 大学院医学研究科 糖尿病•内分泌内科学 助手）
Shin TSUNEKAWA, Nagoya University

STZ誘発糖尿病モデルマウスに対するヒト乳歯歯髄幹細胞
培養上清投与による耐糖能障害改善効果についての検討
Human Exfoliated Deciduous teeth Conditioned medium more improved diabetic control in 
streptozotocin-treated Diabetic Mice by protection of pancreatic beta-cells function and its survival 

54 術中観測を可能にするファイバー型３次元画像診断装置の開発
Development of three-dimensional cross-sectional imaging system using fiber probe

医療福祉機器

光干渉断層計(OCT)は、生体内部の断層構造を非侵襲・非破壊でマイクロメーターの分
解能で観察する技術であり、眼科分野では急速に普及した診断装置である。この技術によ
り、網膜断層画像がはじめて医師や患者に示された。一方、術中の診断は、依然として顕微
鏡下に医師の目視で行われ、病変の治癒結果は術中には確認できない課題がある。その解
決のため、我々は眼内等に挿入可能なプローブ（1mm以内）とOCT本体を統合した術中
診断用OCTを初めて開発した。この装置は、広い分野における活用が期待される。

寺崎 浩子（名古屋大学 大学院医学系研究科 総合医学専攻 教授）
西澤 典彦（名古屋大学 大学院工学研究科 量子工学専攻 教授）
Hiroko TERASAKI, Norihiko NISHIZAWA, Nagoya University

リサーチツール

本技術は、あらゆるタンパク質発現ベクターに適応可能で、ハイスループット
なタンパク質発現を可能にする技術です。この技術を用いた、低分子化合物へ
結合するタンパク質ドメインのスクリーニング例をご紹介します。

天野 剛志（名古屋大学 創薬科学研究科 基盤創薬学専攻 助教）
Takeshi TENNO, Nagoya University

55 タンパク質発現ベクターのハイスループット構築技術
A method for high-throughput construction of protein expression vectors

再生医療

ヒトメタボのモデルとしてメタボラットが確立された。本ラットは食塩感受性（原因遺
伝子不明）とLeptin受容体のミスセンス変異を併せ持ち、過食・肥満、高血圧、左室肥大
等の典型的なメタボ状態を表出するが、心筋、血管、脂肪細胞、神経細胞等についての細
胞学的研究や薬功検査には本ラット由来のiPS細胞が必須であると考え、DS/Obese
ラット iPS細胞および、そのコントロールDS/lean ラットiPS細胞を樹立した。

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

56 メタボの研究を細胞レベルで行うためのメタボラット由来iPS細胞の樹立
Establishment of rat iPS cells from metabolic syndrome model rats



6階：ポスターや試作品の展示。17時30分からは発明者や各大学のコーディネーターなどと直接質疑応答ができる時間を設けます。シーズ展示会

医療福祉機器

我々はフェムト秒台の超短パルスを出力するファイバーレーザーと、特殊な光ファイバを
用いて、超広帯域なレーザー光として機能する超広帯域光源（スーパーコンティニューム
光源）を開発した。この光源を用いると、高感度と超高分解能を両立した光断層計測装置を
実現できる。現在、波長0.8-1.7umの広い帯域において超高分解能光断層計測装置を開
発し、さまざまなサンプルに対し、断層イメージングの波長依存性の評価を進めている。

西澤 典彦（名古屋大学 大学院工学研究科 量子工学専攻 教授）
Norihiko NISHIZAWA, Nagoya University

57 超広帯域ファイバーレーザー光源を用いた3次元光断層計測技術
Three-dimensional cross-sectional imaging using ultrawideband fiber laser sources

58
診　断

手術での切除標本をもとに、「全くの正常肝」と「肝細胞がんを発症した非癌部」を比較する
「マルチアレイ法（発現、メチル化、CGH、miRNA等）」を行い、肝細胞がんの易発症性、易再
発性を示す「背景肝因子」を抽出し、臨床に応用できうる分子を見出す検討をおこなった。こ
れまでにTHOP1遺伝子の肝臓での発現低下がマーカーと成り得る可能性を示している。

野本 周嗣（名古屋大学 大学院消化器外科学 病院講師）
Shuji NOMOTO, Nagoya University

肝細胞がんの易発症性、易再発性マーカー THOP1発現の検討
Expression analysis of THOP1 in background liver, a prognostic predictive 
factor in hepatocellular carcinoma, extracted by multiarray analysis

65
再生医療

幹細胞治療の臨床応用を加速するために、移植後の幹細胞の生体内動態を正
確に把握する技術の確立が切望されている。我々は幹細胞の高感度 in vivo
イメージングを目指し、幹細胞の標識が容易であり、生体内において高感度
に幹細胞の追跡を可能とする超低毒性量子ドットを開発した。

湯川 博（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）
Hiroshi YUKAWA, Nagoya University

幹細胞の高感度 in vivoイメージングを実現する超低毒性量子ドット
The very low-toxic quantum dots for highly 
sensitive in vivo imaging of stem cells

66
創　薬

マメ科植物Erythrina poeppigiana（ボリビアデイゴ）から、ヒト白血病細
胞株HL-60に対する抗腫瘍活性を有するイソフラボノイド化合物をスクリ
ーニングし、強力な抗腫瘍活性を有する新規フラボノイド化合物を単離、構
造決定した。本化合物は正常ヒト末梢血リンパ球に対する作用はほとんど認
められなかったことから、白血病細胞に特異的に作用すると考えられる。

金田 典雄（名城大学 薬学部 薬学科 教授）
Norio KANEDA, Meijo University

白血病細胞に特異的に作用するイソフラボノイドの発見
Discovery of Novel Isoflavonoid with Tumor-
Specificity for Leukemia Cells

67
診　断

うつ病ではモノアミ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（SERT）およびノルアドレナリン
トランスポーター（NAT）のユビキチン化を介した分解の低下による過剰発
現が、うつ病様行動と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。この変化がうつ病患者血液サンプルにおいても認められることか
ら、うつ病のバイオマーカーとしての有用性を見出した。

鍋島 俊隆（名城大学 薬学部 地域医療薬局学 特任教授）
Toshitaka NABESHIMA, Meijo University

モノアミントランスポーターの代謝機構を標的としたうつ病の診断・治療薬開発
Ubiquitilated monoamine trasnsporter as a candidate of 
diagnosis biomarker and drug target for depression

68
医療福祉機器

支柱付軟性膝装具の支柱部にゴムチューブを装着できる部分を加えた。多様
な歩行障害を来す脳卒中片麻痺、変形性膝関節症、高齢者にその時点で最も
適したサポート力と方向（伸展、屈曲もしくは両方：大腿四頭筋とハムストリ
ングスの同時収縮）を合わせることができる。回復期の脳卒中片麻痺患者の
歩行速度は16名中10名の改善、変形性膝関節症症例のO脚方向の力が減
少、反張膝（膝の反り返り）への効果も報告している。

太田 進（星城大学 リハビリテーション学部 理学療法学科 准教授）
Susumu OTA, Seijo University （連絡先：NPOバイオものづくり中部）

ゴムチューブを用いた歩行アシスト膝関節装具
Custom-made hinged knee brace with knee support 
function using rubber tube

69
医療福祉機器

下肢の浮腫・血栓防止には随意で、足部を背屈・底屈させ、ヒラメ筋運動によ
る血液還流を行うのが最良である。しかし、災害時避難生活を強いられた老
人を始め、術後患者・救急患者・寝たきりの患者などは下肢の随意運動が出来
ない。これら人達の血液を還流させるため、外部から電気刺激による不随意
運動は有効な手段であり、解決策としてヒラメ筋を効率良く且つ効果的に動
かす為の小型・廉価な電気刺激装置を開発した。

王 イェン（松栄電子研究所 代表取締役社長）
Wang Yen, Shouei Denshi Kenkyuusho Co., Ltd. （連絡先：NPOバイオものづくり中部）

エコノミークラス症候群対策と健康維持に効果的な
ヒラメ筋電気刺激装置
Electric Stimulus Device of Leg Muscle for Preventing thrombosis

59
リサーチツール

蛋白質接着酵素（トランスグルタミナーゼ）は、血液凝固や皮膚形成で、蛋白質を接着させ
固化する等、多彩な生命現象や疾患に関与する。我々はペプチドライブラリから、接着さ
れる天然の基質を上回る、高い反応性を持つペプチドを得ることに成功した。①これらの
ペプチド配列は、機能を持った蛋白質に導入すれば、自在な固相化が可能である。②蛍光
標識ペプチドは酵素活性の可視化を可能にし、組織の活性モニタリングに応用できる。

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

タンパク質を接着させる酵素とその非天然型高反応性基質ペプチド
Application of highly reactive substrate peptides for 
transglutaminase, a protein cross-linking enzyme

創　薬

細胞接着装置タイトジャンクションは上皮細胞の細胞間バリア機能や血液脳関門の機能を
担っているタンパク質複合体である。その装置は、生体内において、形成促進と分解抑制の
バランスによって制御されている。タイトジャンクション形成促進因子、ZO-1/ZO-2の両
者を同時に阻害する薬物は、例えば脳疾患に対する薬物治療の際の血液脳関門透過補助剤
の開発に役立つ。一方、LNX1の阻害は、皮膚バリア機能強化につながる可能性がある。こ
れらについて、インシリコ法とNMR法を組み合わせたシーズ化合物探索を実施中である。

廣明 秀一（名古屋大学 創薬科学研究科 基盤創薬学専攻 教授）
Hidekazu HIROAKI, Nagoya University

60 細胞間接着装置タイトジャンクションを制御する化合物の探索技術
A method for exploring chemical compounds that regulate tight junction

医療福祉機器

長期寝たきり高齢者ケアの現場では、自力で排便できない頑固な便秘症患者には、医
師の診断と指示により週に２～３回の「摘便」を実施する。従来の方法はゴム手袋をは
めた指を肛門から挿入して便塊をほぐし、掻きだして紙オムツにぬぐい取る技法であ
る。研究者は、おしり密着式で快適な排泄ケアができる“摘便バッグ”を開発した。臭気
を遮断しながら摘便操作ができ、排泄量も測定できる新たな製品と技術を紹介する。

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

61 おしり密着式で快適な排泄ケアができる“摘便バッグ”開発
Developmemt of the Closed method Disimpaction bag for the patient safety

医療福祉機器

多層カーボンナノチューブはすでに商業的に使用されているが、動物実験で
アスベスト繊維と同様の中皮腫を引き起こすことがわかっており、扱いに十
分に気をつける必要がある。動物実験と本装置の併用により、商業利用の繊
維状ナノマテリアルのリスク評価が可能となる。

三澤 伸明（名古屋大学 大学院医学系研究科 生体反応病理学 技術専門職員）
Nobuaki MISAWA, Nagoya University

63 繊維状ナノマテリアルのリスク評価装置
Novel Risk Evaluation Apparatus for Fibrous Nanomaterials

62
再生医療

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。臨床試験に向けて
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。

丸山 彰一（名古屋大学 大学院医学系研究科 病態内科学講座 准教授）
Shoichi MARUYAMA, Nagoya University

強力な免疫抑制作用を有する脂肪組織由来幹細胞製剤
A novel preparation of adipose tissue-derived stem 
cells with strong immunosuppressive properties

医療福祉機器

創薬等で注目されている分子イメージング機器として、超高分解能小動物用
PET装置の開発を行ったので紹介する。開発した装置は、検出器に工夫をす
ることで、1mm以下の超分解能を達成した。この装置以外にも、PETと
MRIを同時同位置で撮像可能なPET/MRI一体化装置も開発しているので
紹介する。これらは臨床用の医療機器開発にも応用できる技術であり、次世
代医用機器の開発に発展させることが可能である。

山本 誠一（名古屋大学 大学院医学系研究科 医療技術学専攻 物質理学専攻 教授）
Seiichi YAMAOTO,  Nagoya University

64 新しい分子イメージング機器の開発
Development of new molecular imaging systems

シーズに関する問い合わせ先

「事前面談を検討しているが、どのような手続きをすればよいのか」、「まず、研究内容やシーズ等について説明した上で、本事業の相談に馴染むの
か 確認したい」など、本事業についてご関心をお持ちの方の疑問点など幅広くお話を伺い、２０分程度の時間で簡単に個別説明を実施いたしま
す（したがいまして、データに関する判断等を行うものではないことをご了承ください）。さらに、今回は区分を「医療機器」に限定します。通常は
東京のＰＭＤＡオフィスで開催されている薬事戦略相談ですが、今回は特別に名古屋での開催となります。是非この機会をご活用ください。

日時： 平成25年12月12日(木) 14：30～ 17：30
場所： ウインクあいち10階（名古屋市中村区名駅４丁目４-38）
参加費： 無料 完全予約制です。以下の手順でお申し込みください。
申込用紙を以下のURLよりダウンロードしてご記入の上、FAXでお
送りください。内容を確認の上、面談の日時等をご連絡いたします。
面談時間は20分以内、出席人数については８名以内といたします。
応募者が少ない場合には、中止となる場合もあります。
問合先 ： 名古屋医工連携インキュベータ TEL 052-744-5110 （担当：石黒）

同時開催：PMDA薬事戦略相談（医療機器）　出張個別面談 in 名古屋

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

愛知県がんセンター研究所 h-yamada@aichi-cc.jp http://www.pref.aichi.jp/cancer-center/052-762-6111（内線2203）

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

http://www.inst-hsc.jp/0568-88-0811（内線3502）

科学技術交流財団　
知の拠点重点研究プロジェクト統括部（P3)

juten-p3.astf.or.jp http://www.astf-kha.jp/project/0561-76-8380

金沢大学　研究推進部産学連携課 titeki@adm.kanazawa-u.ac.jp http://www.o-fsi.kanazawa-u.ac.jp/076-264-5019

金沢医科大学　研究推進センター hrc-jimu@kanazawa-med.ac.jp http://www.kanazawa-med.ac.jp/kenkyu/076-218-8055

岐阜大学 研究推進・社会連携機構 知財部門 marupon@gifu-u.ac.jp http://www.orchid.gifu-u.ac.jp/058-293-3193

岐阜薬科大学　庶務会計課 syomuk@gifu-pu.ac.jp058-230-8100

静岡大学 イノベーション社会連携推進機構 sangakucd@cjr.shizuoka.ac.jp http://www.oisc.shizuoka.ac.jp/053-478-1718

中部大学　研究支援センター kensien@office.chubu.ac.jp http://www.chubu.ac.jp/0568-51-4852

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

chizai@adm.u-toyama.ac.jp http://www3.u-toyama.ac.jp/totlo/index.html076-445-6392

豊橋技術科学大学 産学連携推進本部 mtanaka@chizai.tut.ac.jp http://www.chizai.tut.ac.jp/0532-44-6975

名古屋大学　産学官連携推進本部 bio@sangaku.nagoya-u.ac.jp http://www.sangaku.nagoya-u.ac.jp/052-747-6483

名古屋市立大学　リエゾン・センター
（事務局学術課）

ncu_renkei@sec.nagoya-cu.ac.jp http://www.nagoya-cu.ac.jp/052-853-8041

浜松医科大学　知財活用推進本部 chizai@hama-med.ac.jp http://www.hama-med.ac.jp/uni_ip.html053-435-2230

福井大学 産学官連携本部 知的財産部 ttakaoka@u-fukui.ac.jp0776-27-9725

藤田保健衛生大学病院 臨床研究センター ikuetani@fujita-hu.ac.jp http://www.fujita-hu.ac.jp/~c-trial/0562-93-2139

三重大学　社会連携研究センター
知的財産統括室

chizai-mip@crc.mie-u.ca.jp http://www.crc.mie-u.ac.jp/059-231-5495

名城大学　学術研究支援センター
産官学連携担当

kitoh@ccmails.meijo-u.ac.jp052-838-2036

ＮＰＯバイオものづくり中部 hayakawa@bioface.or.jp http://www.bioface.or.jp/052-747-6388

E-mail URLTEL

自治体・大学等の展示

愛知県 愛知県健康長寿産業振興施策
公益財団法人　科学技術交流財団 「超早期診断技術開発プロジェクト」の紹介
独立行政法人　科学技術振興機構 「ナノテクノロジープラットフォーム事業」の紹介
中部先端医療開発円環コンソーシアム （略称：C-CAM） C-CAM活動紹介
中部大学研究支援センター 産官学交流の接点が、ここにある。―中部大学研究支援センタ―
富山大学地域連携推進機構産学連携部門 知財・産学連携のワンストップサービス（技術相談から技術移転）
豊橋技術科学大学 豊橋技術科学大学　大学紹介
名古屋医工連携インキュベータ 名古屋医工連携インキュベータ
名古屋大学医学部附属病院 先端医療・臨床研究支援センター （略称：CAMCR） CAMCR活動紹介
名古屋大学ナノテクノロジープラットフォーム 名大の機器で研究してみませんか？
名古屋大学産学官連携推進本部 名古屋大学の紹介（革新的イノベーション創出プログラム COI STREAM）
浜松医科大学　産学官共同研究センター 創薬・創医療機器に利用可能なマルチモダルイメージング装置
はままつ次世代光・健康医療産業創出拠点 はままつ地域におけるものづくり企業と医療現場をつなぐ医工連携

出展タイトル機関名

URL ： http://www.smrj.go.jp/incubation/nalic/
送付先 ： FAX 052-744-5160
締切 ： 平成25年11月28日（木） 正午必着
主催： 独立行政法人 中小企業基盤整備機構 中部本部 名古屋医工連携インキュベータ
共催： 愛知県
協力： 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）
後援： 経済産業省中部経済産業局、中部先端医療開発円環コンソーシアム、
　　　名古屋商工会議所、中部地区医療・バイオ系シーズ発表会実行委員会
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