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【基礎医科学専攻】
　● 分子生体医学講座 専門分野 ページ

	 ・	脳磁図を用いた疲労の評価手法	 田中　雅彰	 システム神経科学	 （１生理）	 9
	 ・	pHセンサーツール	：	電位依存性プロトンチャネル	 久野　みゆき	 分子細胞生理学	 	 10
	 ・	低侵襲検体を用いた脂肪肝炎診断薬の開発	 松原　勤	 機能細胞形態学	 （1解剖）	 11
	 ・	病的血管内皮細胞の解析に向けた血管内皮細胞特異的レポーター・	 藤田　寿一	 細胞情報学	 （2生理）	 12	 	マウスの樹立	
	 ・	低分子量化合物を用いた遺伝子疾患の新たな治療戦略	 広常　真治	 細胞機能制御学	 （2生化）	 13
	 ・	インビトロ神経細胞遊走活性測定による関連疾患の判定と	 山田　雅巳	 細胞機能制御学	 （2生化）	 14	 	創薬スクリーニングへの応用	
	 ・	パーキンソン病関連タンパク質シヌクレインによる微小管制御	 鳥羽　栞	 細胞機能制御学	 （2生化）	 15	 	機構に着目したパーキンソン病治療の新戦略	
	 ・	神経細胞などの細胞内物質輸送に関する研究	 熊本　香名子	 細胞機能制御学	 （2生化）	 16
	 ・	野生哺乳類の遺伝子資源	 原田　正史	 実験動物学	 （実験動物）	 17

　● 都市医学講座 専門分野 ページ

	 ・	ヒトおよび動物発がんにおける治療標的分子の同定、	 梯　アンナ	 分子病理学	 （1病理）	 18	 	発がんリスク評価および癌幹細胞の性状解析	
	 ・	新規ラット腎癌－肺転移機序評価モデルの構築	 山野　荘太郎	 分子病理学	 （1病理）	 19
	 		 林　朝茂	
	 ・	職域を中心とした疫学研究	 佐藤　恭子	 産業医学	 （産医）	 20
	 		 上原　新一郎
	 ・	内臓脂肪の疫学研究	 林　朝茂	 産業医学	 （産医）	 21
	 		 佐藤　恭子
	 ・	インフルエンザ、難病、肝炎ウイルス・がん検診に関する疫学研究	 福島　若葉	 公衆衛生学	 （公衛）	 22
	 ・	肝疾患の予防に関する分析疫学研究	 大藤　さとこ	 公衆衛生学	 （公衛）	 23
	 ・	疫学とEBM（Evidence	Based	Medicine）	 廣田　良夫	 公衆衛生学	 （公衛）	 24
	 ・	『食・動・脳連関』の研究
	 	－生活習慣病や食行動異常を有する患者やアスリートに対する	 吉川　貴仁	 運動生体医学	 （運動）	 25
	 	　健康食品・サプリメントと運動との連動型プログラムの開発	
	 ・	腸管寄生原虫クリプトスポリジウム実験系に関する技術	 寺本　勲	 寄生虫学	 （寄生虫）	 26

　● 老年医科学講座 専門分野 ページ

	 ・	多彩な細胞運命決定の鍵となるSTAT3活性を制御する技術の開発	 中嶋　弘一	 免疫制御学	 （免疫）	 27
	 ・	正常繊維芽細胞を用いた生理活性物質評価系の構築	 小島　裕正	 免疫制御学	 （免疫）	 28
	 ・	認知症予防薬・治療薬の開発	 富山　貴美	 脳神経科学	 （脳神経）	 29
	 ・	マウスES細胞を用いたモデルマウス作成と、	 森田　　隆	 遺伝子制御学	 （遺伝子）	 30	 	DNA修復遺伝子を用いた癌治療増感と環境影響の解析
	 ・	認知機能低下の血清バイオマーカー探索用データベース	 庄司　哲雄	 老年血管病態学	 （2内）	 31
	 ・	プロスタグランジンD2合成酵素活性を用いた癌治療薬の開発	 八代　正和	 老年腫瘍病態学	 （1外）	 32
	 ・	スキルス胃がんの増殖・転移シグナルを標的とした	 八代　正和	 老年腫瘍病態学	 （1外）	 33	 	分子標的治療薬のアッセイ技術	
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【臨床医科学専攻】
　● 臓器器官病態内科学講座 専門分野 ページ

	 ・	心筋梗塞・脳梗塞に対する予防戦略	 葭山　稔	 循環器内科学	 （1内）	 37
	 ・	全身性エリテマトーデスに対するマルチ・ターゲット療法	 根来　伸夫	 循環器内科学	 （1内）	 38
	 ・	非侵襲的画像診断法であるCT、MRIによる急性冠症候群の予知	 江原　省一	 循環器内科学	 （1内）	 39
	 ・	特発性心室細動などの難治性致死性不整脈における心電図学的	 高木　雅彦	 循環器内科学	 （1内）	 40	 	差異の解明とそれに基づく突然死のリスク評価法の確立	
	 ・	心房中隔、心室中隔ペーシング時の血行動態自動至適化法の開発と	 高木　雅彦	 循環器内科学	 （1内）	 41	 	臨床応用	
	 ・	超音波機能搭載心筋焼灼術用カテーテルの開発と臨床応用	 高木　雅彦	 循環器内科学	 （1内）	 42
	 ・	初代継代気道上皮細胞による気道炎症評価システム	 浅井　一久	 呼吸器内科学	 （呼吸器）	 43
	 ・	脂肪性肝炎・肝硬変を生じるウサギモデル	 河田　則文	 肝胆膵病態内科学	 （肝胆膵）	 44
	 ・	患者遺伝子多型を利用した治療介入の試み	 田守　昭博	 肝胆膵病態内科学	 （肝胆膵）	 45
	 ・	慢性肝疾患における新規肝線維化マーカーの開発	 榎本　大	 肝胆膵病態内科学	 （肝胆膵）	 46
	 ・	in	silico	screeningによる創薬	 村上　善基	 肝胆膵病態内科学	 （肝胆膵）	 47
	 ・	エクソソーム中マイクロRNA（miRNA）を用いた慢性肝疾患診断方法	 村上　善基	 肝胆膵病態内科学	 （肝胆膵）	 48
	 ・	超音波技術を用いた抗ウイルス治療後肝発がん予測法の開発	 打田　佐和子	 肝胆膵病態内科学	 （肝胆膵）	 49
	 ・	肝胆膵分野における超早期癌捕捉技術の開発	 萩原　淳司	 肝胆膵病態内科学	 （肝胆膵）	 50
	 ・	次世代シークエンサーを用いた肝発癌例における遺伝子解析	 小塚　立蔵	 肝胆膵病態内科学	 （肝胆膵）	 51
	 ・	脂肪移植による胃食道逆流症の内視鏡治療の開発	 藤原　靖弘	 消化器内科学	 （消化器）	 52
	 ・	消化管グリア細胞の形態・機能変容とストレス関連消化管機能障害	 富永　和作	 消化器内科学	 （消化器）	 53
	 		 藤川　佳子
	 ・	炎症性腸疾患におけるバイオマーカーの開発	 山上　博一	 消化器内科学	 （消化器）	 54
	 ・	消化管内腸内細菌叢（microbiota）の構成の解析と種々の疾患や	 谷川　徹也	 消化器内科学	 （消化器）	 55	 	健康状態への関与	
	 ・	消化器疾患の診断と治療・超音波内視鏡画像診断の	 杉森　聖司	 消化器内科学	 （消化器）	 56	 	臨床的有用性の検討	
	 ・	炎症性腸疾患における発癌	 湯川　知洋	 消化器内科学	 （消化器）	 57
	 ・	潰瘍性大腸炎における未熟形質細胞の研究	 細見　周平	 消化器内科学	 （消化器）	 58
	 ・	持続血糖モニター（CGM）による血糖低下作用の臨床評価	 絵本　正憲	 代謝内分泌病態内科学	（2内）	 59
	 ・	超音波法による早期動脈硬化症の形態・機能診断	 絵本　正憲	 代謝内分泌病態内科学	（2内）	 60
	 ・	超慢性疾患の夜間高血圧・睡眠障害に関する研究	 山田　真介	 代謝内分泌病態内科学	（2内）	 61
	 ・	皮質骨に着目した骨粗鬆症診療に関する研究	 山田　真介	 代謝内分泌病態内科学	（2内）	 62
	 ・	造血幹細胞研究	 日野　雅之	 血液腫瘍制御学	 （血内）	 63
	 ・	同種造血幹細胞移植における予後予測及び合併症対策	 中根　孝彦	 血液腫瘍制御学	 （血内）	 64
	 ・	血液腫瘍領域・造血幹細胞移植領域における臨床検査開発・評価	 中前　美佳	 血液腫瘍制御学	 （血内）	 65
	 ・	メンタルヘルス対策での企業との連携	 井上　幸紀	 神経精神医学	 （精神）	 66
	 ・	児童青年精神医学における臨床研究	 宮脇　大	 神経精神医学	 （精神）	 67
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　● 病態診断･生体機能管理医学講座 専門分野 ページ

	 ・	ピシバニール（OK-432）を用いた肺を中心とした悪性腫瘍への	 山本　晃	 放射線診断学・IVR学		 68	 	免疫ラジオ波療法
	 ・	ラジオ波凝固療法の局所制御率改善のための基礎研究	 大隈　智尚	 放射線診断学・IVR学		 69
	 ・	ラジオ波凝固療法の悪性肺腫瘍への応用	 松岡　利幸	 放射線診断学・IVR学		 70
	 ・	ストレスのない放射線治療を目指して	 細野　雅子	 放射線腫瘍学	 	 71	 	―快適に癌治療を完遂するための工夫―
	 ・	核医学画像処理ソフトウエアの開発	 塩見　進	 核医学	 （核医）	 72
	 ・	ヨード制限食の献立作り	 河邉　讓治	 核医学	 （核医）	 73
	 ・	認知症患者における脳血流の統計的画像解析による診断	 東山　滋明	 核医学	 （核医）	 74
	 ・	in	vivo標本を用いた神経障害性疼痛予防効果の行動学的・	 舟井　優介	 麻酔科学	 （麻酔）	 75	 	電気生理学的検討
	 ・	チーム医療におけるノンテクニカルスキル向上のための教材ツールの	 溝端　康光	 救急医学	 （救急）	 76	 	開発
	 ・	大阪市における南海・東南海地震被害想定と医療体制の地理的分析	山本　啓雅	 救急医学	 （救急）	 77
	 ・	UWBを用いた集中治療領域における患者環境の改善と人件費削減	 内田　健一郎	 救急医学	 （救急）	 78
	 ・	サマリー、診断書、紹介状などの自動文書作成ソフト開発	 山本　朋納	 救急医学	 （救急）	 79
	 ・	簡易画像検査機器	 森岡　貴勢	 救急医学	 （救急）	 80
	 ・	機能性消化管疾患の病態解析、バイオマーカーの探索	 田中　史生	 先端予防医療学	 	 81

　● 生殖発達医学講座 専門分野 ページ

	 ・	骨盤臓器脱に対する合成メッシュによる骨盤底再建術	 古山　将康	 女性生涯医学	 （産科）	 82
	 ・	癌悪液質	 安井　智代	 女性病態医学	 （婦人科）	 83
	 ・	子宮筋腫の自然史に関する研究	 市村　友季	 女性病態医学	 （婦人科）	 84
	 ・	卵巣類内膜腺癌におけるPI3K/mTOR経路遺伝子の検討	 橋口　裕紀	 女性病態医学	 （婦人科）	 85
	 ・	婦人科悪性腫瘍におけるUCP（Uncoupling	protein）の発現	 福田　武史	 女性病態医学	 （婦人科）	 86
	 ・	神経変性疾患および認知症における神経変性の進行を緩和する	 田中　あけみ	 発達小児医学	 （小児）	 87	 	経口薬の開発
	 ・	早産児の慢性肺疾患の病態に関わる薬剤の検討	 齊藤　三佳	 発達小児医学	 （小児）	 88
	 ・	「障がい」を有する小児の成育過程で、本人や保護者、学校関係者	 瀬戸　俊之	 発達小児医学	 （小児）	 89	 	に対して小児科医がいかに関わり、いかに支援していくか	
	 ・	認知症早期診断におけるPET検査の有用性	 伊藤　義彰	 神経内科学	 （神内）	 90
	 ・	血液にてアルツハイマー病の進行度合いを測定する方法	 山本　圭一	 神経内科学	 （神内）	 91
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　● 臓器器官病態外科学講座 専門分野 ページ

・	 甲状腺未分化癌治療薬の開発	 小野田　尚佳	 腫瘍外科学	 （1外）	 92
・	 消化器癌所属リンパ節内のT細胞の分離と免疫細胞療法への応用	 田中　浩明	 腫瘍外科学	 （1外）	 93
・	 膵管内乳頭粘液性腫瘍におけるマイクロRNAの発現のプロファイリング	木村　健二郎	 腫瘍外科学	 （1外）	 94
・	 乳癌の薬物療法耐性への低酸素の関与についての研究	 野田　諭	 腫瘍外科学	 （1外）	 95
・	 免疫応答からみた胃癌に対する腹腔鏡下手術の妥当性に関する検討	 六車　一哉	 腫瘍外科学	 （1外）	 96
・	 小切開低侵襲心臓手術のための手術機器開発	 柴田　利彦	 心臓血管外科学	 （2外）	 97
・	 冠動脈バイパス術におけるバイパスグラフト機能の術中評価	 細野　光治	 心臓血管外科学	 （2外）	 98
・	 慢性移植腎症における腎間質線維化予防に関する研究	 仲谷　達也	 泌尿器病態学	 （泌尿器）	 99
・	 ヒトiPS細胞由来心筋細胞を用いたon-line	HDF療法の優位性の検討	 長沼　俊秀	 泌尿器病態学	 （泌尿器）	 100

　● 感覚・運動機能医学講座 専門分野 ページ

・	 基底膜制御による皮膚、爪、毛髪疾患の制御：マトリックス治療	 鶴田　大輔	 皮膚病態学	 （皮膚）	 101
・	 基底膜制御による血管肉腫の増殖転移制御：マトリックス治療	 加茂　理英	 皮膚病態学	 （皮膚）	 102
・	 内因性カンナビノイド機構を用いたアレルギー疾患の治療	 菅原　弘二	 皮膚病態学	 （皮膚）	 103
・	 光線力学療法を用いたMRSA感染症治療および癌治療	 小澤　俊幸	 皮膚病態学	 （皮膚）	 104
・	 半月板温存手術の基礎的研究、開発、評価	 橋本　祐介	 整形外科学	 （整形）	 105
・	 皮膚マーカーを併用したコンピューターナビゲーションシステムによる	 星　学	 整形外科学	 （整形）	 106	 	 骨軟部腫瘍切除術
・	 見守り支援を行う追従ロボットの開発	 池渕　充彦	 整形外科学	 （整形）	 107
・	 iPS細胞と人工神経を用いた末梢神経の再生	 上村　卓也	 整形外科学	 （整形）	 108
・	 中間毛の組織学的・形態学的解明による最適な眉毛再建法について	 元村　尚嗣	 形成外科学	 （形成）	 109
・	 熱傷における新たな評価ディバイスの確立	 羽多野　隆治	 形成外科学	 （形成）	 110

　● 医療管理医学講座 専門分野 ページ

・	良き医療人育成のためのスキルスシミュレーションセンター（SSC）の活用	 首藤　太一	 総合医学教育学	 （総診）	 111
・	喫煙者におけるcirculating	micro	RNAと遺伝子多型解析による
	早期血管障害バイオマーカーの開発と脳心血管障害発症に対する	 竹本　恭彦	 総合医学教育学	 （総診）	 112
	先制医療への応用

・	シミュレーション教育から市民の健康と社会生活を支援する	 森村　美奈	 総合医学教育学	 （総診）	 113
・	葉書アンケートによるインフルエンザの実態調査	 栩野　吉弘	 総合医学教育学	 （総診）	 114
・	炎症性腸性疾患治療の最適化と有効性の検討	 鎌田　紀子	 総合医学教育学	 （総診）	 115
・	新規蛋白抗原を用いたムーコル症の早期診断法の開発	 掛屋　弘	 臨床感染制御学	 （感染制御）	116
・	多剤耐性アシネトバクター肺炎における病原因子の解明とその制御	 山田　康一	 臨床感染制御学	 （感染制御）	117
・	離床監視システム	 朴　勤植	 医療安全管理学	 （医療安全）	118
・	レポート作成支援システム	 朴　勤植	 医療安全管理学	 （医療安全）	119
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都市医学講座
老年医科学講座





9

シーズ名 脳磁図を用いた疲労の評価手法

氏名・所属・役職

キーワード

田中　雅彰・医学研究科　システム神経科学・講師

疲労、脳磁図、周波数解析

分子生体医学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/physiol/
http://www.chsi.osaka-cu.ac.jp/



10

シーズ名 pH センサーツール：電位依存性プロトンチャネル

氏名・所属・役職

キーワード

久野　みゆき・医学研究科　分子細胞生理学・准教授

イオン、チャネル、プロトン、pH,	骨代謝、ホメオスターシス

分子生体医学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/molcelphysiol/



11

シーズ名 低侵襲検体を用いた脂肪肝炎診断薬の開発

氏名・所属・役職

キーワード

松原　勤・医学研究科　機能細胞形態学・講師

非アルコール性脂肪肝炎、NASH、診断、メタボロミクス

分子生体医学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/anatomy1/



12

シーズ名 病的血管内皮細胞の解析に向けた
血管内皮細胞特異的レポーター・マウスの樹立

氏名・所属・役職

キーワード

藤田　寿一・医学研究科　細胞情報学・講師

血管内皮細胞、がん微小環境、組織特異的遺伝子発現制御、トランスジェニック・マウス

分子生体医学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/physiology2/



13

シーズ名 低分子量化合物を用いた遺伝子疾患の新たな治療戦略

氏名・所属・役職

キーワード

広常　真治・医学研究科　細胞機能制御学・教授

ハプロ不全、低分子化合物、遺伝子疾患治療

分子生体医学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/biochem2/



14

シーズ名 インビトロ神経細胞遊走活性測定による関連疾患の判定と
創薬スクリーニングへの応用

氏名・所属・役職

キーワード

山田　雅巳・医学研究科　細胞機能制御学・准教授

神経細胞遊走、先天性神経疾患、細胞内物質輸送、カルパイン、LIS1、タンパク質分解酵素、
微小管モータータンパク質、細胞質ダイニン、滑脳症

分子生体医学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/biochem2/



15

シーズ名 パーキンソン病関連タンパク質シヌクレインによる微小管制御機構に着目した
パーキンソン病治療の新戦略

氏名・所属・役職

キーワード

鳥羽　栞・医学研究科　細胞機能制御学・助教

パーキンソン病、神経変性疾患、微小管

分子生体医学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/biochem2/



16

シーズ名 神経細胞などの細胞内物質輸送に関する研究

氏名・所属・役職

キーワード

熊本　香名子・医学研究科　細胞機能制御学・助教

神経再生、一次スクリーニング、動物モデルの作製、病態解明、創薬

分子生体医学講座



17

シーズ名 野生哺乳類の遺伝子資源

氏名・所属・役職

キーワード

原田　正史・医学研究科　実験動物学・准教授

野生哺乳類、遺伝子資源、培養細胞、DNA	サンプル

分子生体医学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/mammal/



18

シーズ名 ヒトおよび動物発がんにおける治療標的分子の同定、発がんリス ク評価および
癌幹細胞の性状解析

氏名・所属・役職

キーワード

梯　アンナ・医学研究科　分子病理学・講師

発がん、発がんリスク評価、プロテオーミクス、癌幹細胞

都市医学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/pathology/



19

キーワード 腎細胞癌、同種同所移植、癌転移、肺転移、治療薬開発

都市医学講座

シーズ名 新規ラット腎癌-肺転移機序評価モデルの構築

氏名・所属・役職 山野　荘太郎・医学研究科　分子病理学・助教

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/pathology/



20

キーワード 疫学研究、2	型糖尿病、生活習慣病、産業医学

都市医学講座

シーズ名 職域を中心とした疫学研究

氏名・所属・役職
林　朝茂・医学研究科　産業医学・准教授
佐藤　恭子・医学研究科　産業医学・講師
上原　新一郎・医学研究科　産業医学・助教林　朝茂 佐藤　恭子 上原　新一郎

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/pmenv/



佐藤　恭子林　朝茂

21

シーズ名 内臓脂肪の疫学研究

氏名・所属・役職 林　朝茂・医学研究科　産業医学・准教授
佐藤　恭子・医学研究科　産業医学・講師

キーワード 疫学研究、内臓脂肪、2	型糖尿病、米国在住日系人、生活習慣病

都市医学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/pmenv/



22

シーズ名 インフルエンザ、難病、肝炎ウイルス・がん検診に関する疫学研究

氏名・所属・役職

キーワード

福島　若葉・医学研究科　公衆衛生学・教授

疫学、インフルエンザ、難病、肝炎ウイルス検診、がん検診

都市医学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/kouei/



23

シーズ名 肝疾患の予防に関する分析疫学研究

氏名・所属・役職

キーワード

大藤　さとこ・医学研究科　公衆衛生学・准教授

肝疾患、予防、疫学、生活習慣、食習慣、栄養

都市医学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/kouei/
http://www.osaka-cu.ac.jp/ja/news/2013/2v91vf



24

キーワード インフルエンザ、ワクチン、難病、アレルギー、EBM

都市医学講座

シーズ名 疫学とEBM（Evidence Based Medicine）

氏名・所属・役職 廣田　良夫・医学研究科　公衆衛生学・名誉教授

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/kouei/   http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/09/tp0903-1.html
http://www.who.int/immunization/sage/sage_wg_H5N1_oct08/en/index.html
http://www.who.int/immunization/sage/SAGE_H5N1_26Mayb.pdf



25

シーズ名 『食・動・脳連関』の研究−生活習慣病や食行動異常を有する患者やアスリート
に対する健康食品・サプリメントと運動との連動型プログラムの開発

氏名・所属・役職

キーワード

吉川　貴仁・医学研究科　運動生体医学・教授

食欲、身体活動、スポーツ、脳科学、生活習慣病、アスリート、摂食障害

都市医学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/sportsmed/



26

シーズ名 腸管寄生原虫クリプトスポリジウム実験系に関する技術

氏名・所属・役職

キーワード

寺本　勲・医学研究科　寄生虫学・講師

クリプトスポリジウム、腸管感染症、治療薬開発

都市医学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/protozoal-diseases/



27

シーズ名 多彩な細胞運命決定の鍵となる STAT3 活性を制御する技術の開発

氏名・所属・役職

キーワード

中嶋　弘一・医学研究科　免疫制御学・教授

サイトカイン作用、STAT3、新規作用点、阻害剤、創薬、スクリーニング系

老年医科学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/immune/



28

シーズ名 正常繊維芽細胞を用いた生理活性物質評価系の構築

氏名・所属・役職

キーワード

小島　裕正・医学研究科　免疫制御学・講師

生理活性物質、正常繊維芽細胞、アッセイ系構築

老年医科学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/immune/



29

シーズ名 認知症予防薬・治療薬の開発

氏名・所属・役職

キーワード

富山　貴美・医学研究科　脳神経科学・准教授

アルツハイマー病、神経変性疾患、認知症、モデル動物、Aβオリゴマー、タウ、抗体

老年医科学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/Neurosci/    http://www.osaka-cu.ac.jp/ja/news/2014/6ieoyy



30

シーズ名 マウスES細胞を用いたモデルマウス作成と、
DNA修復遺伝子を用いた癌治療増感と環境影響の解析

氏名・所属・役職

キーワード

森田　隆・医学研究科　遺伝子制御学・教授

胚性幹細胞、宇宙放射線、環境、DNA切断、DNA修復

老年医科学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/molecular-genetics/



31

シーズ名 認知機能低下の血清バイオマーカー探索用データベース

氏名・所属・役職

キーワード

庄司　哲雄・医学研究科　老年血管病態学・准教授

認知症、認知機能、予測モデル、バイオマーカー、慢性腎臓病、透析

老年医科学講座

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?
function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000008813&language=J

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000008813&language=J


32

シーズ名 プロスタグランジンD2合成酵素活性を用いた癌治療薬の開発

氏名・所属・役職

キーワード

八代　正和・医学研究科　老年腫瘍病態学・准教授

胃癌、プロスタグランジンD2合成酵素、分子標的創薬、前臨床試験

老年医科学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/surgical-oncology/relation/geriatric_oncology.html



33

シーズ名 スキルス胃がんの増殖・転移シグナルを標的とした分子標的治療薬のアッセイ技術

氏名・所属・役職

キーワード

八代　正和・医学研究科　老年腫瘍病態学・准教授

胃癌、スキルス胃癌マウスモデル、分子標的治療、前臨床試験

老年医科学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/surgical-oncology/relation/geriatric_oncology.html





臨床医科学専攻
Clinical Medicine

37

68

82

92

101

111

臓器器官病態内科学講座
病態診断・生体機能管理医学講座

生殖発達医学講座
臓器器官病態外科学講座
感覚・運動機能医学講座

医療管理医学講座





37

シーズ名 心筋梗塞・脳梗塞に対する予防戦略

氏名・所属・役職

キーワード

葭山　稔・医学研究科　循環器内科学・教授

画像診断装置、プロテオミックス、バイオマーカー

臓器器官病態内科学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/heart/



38

シーズ名 全身性エリテマトーデスに対するマルチ・ターゲット療法

氏名・所属・役職

キーワード

根来　伸夫・医学研究科　循環器内科学・講師

膠原病、自己免疫、臨床免疫、全身性エリテマトーデス、全身性硬化症、筋炎、血管炎、
サイトカイン、細胞内刺激伝達系、免疫抑制

臓器器官病態内科学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/interm1/zinzou/



39

シーズ名 非侵襲的画像診断法であるCT、MRIによる急性冠症候群の予知

氏名・所属・役職

キーワード

江原　省一・医学研究科　循環器内科学・講師

CT、MRI、生活習慣病、メタボリック症候群、動脈硬化

臓器器官病態内科学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/heart/



40

シーズ名 特発性心室細動などの難治性致死性不整脈における心電図学的差異の解明
とそれに基づく突然死のリスク評価法の確立

氏名・所属・役職

キーワード

高木　雅彦・医学研究科　循環器内科学・講師

突然死、リスク評価法、非侵襲的検査、加算平均	Holter	心電図

臓器器官病態内科学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/heart/



41

シーズ名 心房中隔、心室中隔ペ−シング時の血行動態自動至適化法の開発と臨床応用

氏名・所属・役職

キーワード

高木　雅彦・医学研究科　循環器内科学・講師

ペースメーカリード、心音センサー、血流センサー

臓器器官病態内科学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/heart/



42

シーズ名 超音波機能搭載心筋焼灼術用カテーテルの開発と臨床応用

氏名・所属・役職

キーワード

高木　雅彦・医学研究科　循環器内科学・講師

心筋焼灼術、カテーテル、超音波

臓器器官病態内科学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/heart/



43

シーズ名 初代継代気道上皮細胞による気道炎症評価システム

氏名・所属・役職

キーワード

浅井　一久・医学研究科　呼吸器内科学・講師

気道上皮、CSE（タバコ煙濃縮液）、Air-liquid	interface（気相液相界面）培養

臓器器官病態内科学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/kokyuki/



44

シーズ名 脂肪性肝炎・肝硬変を生じるウサギモデル

氏名・所属・役職

キーワード

河田　則文・医学研究科　肝胆膵病態内科学・教授

メタボリック症候群、脂肪肝、肝硬変、飽食

臓器器官病態内科学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/liver/



45

シーズ名 患者遺伝子多型を利用した治療介入の試み

氏名・所属・役職

キーワード

田守　昭博・医学研究科　肝胆膵病態内科学・准教授

生活習慣、肝疾患、遺伝子多型、発癌予防

臓器器官病態内科学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/liver/



46

シーズ名 慢性肝疾患における新規肝線維化マーカーの開発

氏名・所属・役職

キーワード

榎本　大・医学研究科　肝胆膵病態内科学・准教授

慢性肝疾患、マイクロ	RNA、バイオマーカー

臓器器官病態内科学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/liver/



47

シーズ名 in silico screening による創薬

氏名・所属・役職

キーワード

村上　善基・医学研究科　肝胆膵病態内科学・准教授

HBV、低分子化合物、タンパク立体構造解析、抗ウイルス剤

臓器器官病態内科学講座

http://b-kan.jp/
http://www.med.osaka-cu.ac.jp/liver/



48

シーズ名 エクソソーム中マイクロRNA（miRNA）を用いた慢性肝疾患診断方法

氏名・所属・役職

キーワード

村上　善基・医学研究科　肝胆膵病態内科学・准教授

慢性肝疾患、マイクロRNA、エクソソーム

臓器器官病態内科学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/liver/



49

シーズ名 超音波技術を用いた抗ウイルス治療後肝発がん予測法の開発

氏名・所属・役職

キーワード

打田　佐和子・医学研究科　肝胆膵病態内科学・講師

超音波検査、肝癌、発がん予測

臓器器官病態内科学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/liver/



50

シーズ名 肝胆膵分野における超早期癌捕捉技術の開発

氏名・所属・役職

キーワード

萩原　淳司・医学研究科　肝胆膵病態内科学・講師

癌、腫瘍マーカー、診断、治療、miRNA、DNAメチル化

臓器器官病態内科学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/liver/



51

シーズ名 次世代シークエンサーを用いた肝発癌例における遺伝子解析

氏名・所属・役職

キーワード

小塚　立蔵・医学研究科　肝胆膵病態内科学・病院講師

次世代シークエンサー、肝発癌、HBV遺伝子

臓器器官病態内科学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/liver/



52

シーズ名 脂肪移植による胃食道逆流症の内視鏡治療の開発

氏名・所属・役職

キーワード

藤原　靖弘・医学研究科　消化器内科学・准教授

胃食道逆流症、脂肪移植、内視鏡治療

臓器器官病態内科学講座

http://osaka-cu-gastro.jp/gastroenterology/



53

シーズ名 消化管グリア細胞の形態・機能変容とストレス関連消化管機能障害

氏名・所属・役職

キーワード

富永　和作・医学研究科　消化器内科学・准教授
藤川　佳子・医学研究科　消化器内科学・特任助教

消化管知覚過敏、ストレス応答、グリア細胞

臓器器官病態内科学講座

藤川　佳子富永　和作

http://osaka-cu-gastro.jp/gastroenterology/



54

シーズ名 炎症性腸疾患におけるバイオマーカーの開発

氏名・所属・役職

キーワード

山上　博一・医学研究科　消化器内科学・講師

炎症性腸疾患、腸内細菌、バイオマーカー

臓器器官病態内科学講座

http://osaka-cu-gastro.jp/gastroenterology/



55

シーズ名 消化管内腸内細菌叢(microbiota)の構成の解析と種々の疾患や健康状態への関与

氏名・所属・役職

キーワード

谷川　徹也・医学研究科　消化器内科学・講師

次世代シーケンサー、消化管細菌叢

臓器器官病態内科学講座

http://osaka-cu-gastro.jp/gastroenterology/



56

シーズ名 消化器疾患の診断と治療・超音波内視鏡画像診断の臨床的有用性の検討

氏名・所属・役職

キーワード

杉森　聖司・医学研究科　消化器内科学・病院講師

消化管粘膜下腫瘍、膵疾患、胆道疾患

臓器器官病態内科学講座

http://osaka-cu-gastro.jp/gastroenterology/



57

シーズ名 炎症性腸疾患における発癌

氏名・所属・役職

キーワード

湯川　知洋・医学研究科　消化器内科学・病院講師

炎症性腸疾患、発癌、内視鏡

臓器器官病態内科学講座

http://osaka-cu-gastro.jp/gastroenterology/



58

シーズ名 潰瘍性大腸炎における未熟形質細胞の研究

氏名・所属・役職

キーワード

細見　周平・医学研究科　消化器内科学・病院講師

炎症性腸疾患、潰瘍性大腸炎、形質細胞

臓器器官病態内科学講座

http://osaka-cu-gastro.jp/gastroenterology/



59

シーズ名 持続血糖モニター（CGM）による血糖低下作用の臨床評価

氏名・所属・役職

キーワード

絵本　正憲・医学研究科　代謝内分泌病態内科学・准教授

持続血糖モニター（CGM）、食後高血糖、糖尿病、境界型、食品、血糖低下作用

臓器器官病態内科学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/interm2/ http://www.medtronic.com/jp-jp/index.html



60

シーズ名 超音波法による早期動脈硬化症の形態・機能診断

氏名・所属・役職

キーワード

絵本　正憲・医学研究科　代謝内分泌病態内科学・准教授

生活習慣病、早期診断、頚動脈硬化症、血管内皮機能、抗動脈硬化作用

臓器器官病態内科学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/interm2/
http://unex.co.jp/



61

シーズ名 超慢性疾患の夜間高血圧・睡眠障害に関する研究

氏名・所属・役職

キーワード

山田　真介・医学研究科　代謝内分泌病態内科学・講師

超慢性疾患、睡眠障害、夜間高血圧、心血管系疾患

臓器器官病態内科学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/interm2/



62

シーズ名 皮質骨に着目した骨粗鬆症診療に関する研究

氏名・所属・役職

キーワード

山田　真介・医学研究科　代謝内分泌病態内科学・講師

骨粗鬆症、海綿骨、皮質骨、超音波骨密度測定装置

臓器器官病態内科学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/interm2/



63

シーズ名 造血幹細胞研究

氏名・所属・役職

キーワード

日野　雅之・医学研究科　血液腫瘍制御学・教授

造血幹細胞、移植、再生医療、臨床検査、無菌環境

臓器器官病態内科学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/labmed/



64

シーズ名 同種造血幹細胞移植における予後予測及び合併症対策

氏名・所属・役職

キーワード

中根　孝彦・医学研究科　血液腫瘍制御学・講師

同種造血幹細胞移植、治療関連死亡、移植片対宿主病、予後

臓器器官病態内科学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/labmed/



65

シーズ名 血液腫瘍領域・造血幹細胞移植領域における臨床検査開発・評価

氏名・所属・役職

キーワード

中前　美佳・医学研究科　血液腫瘍制御学・病院講師

臨床検査開発、血液疾患診断、造血幹細胞移植

臓器器官病態内科学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/labmed/



66

シーズ名 メンタルヘルス対策での企業との連携

氏名・所属・役職

キーワード

井上　幸紀・医学研究科　神経精神医学・教授

メンタルヘルス、精神科産業医、職業性ストレス

臓器器官病態内科学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/neuropsy/



67

シーズ名 児童青年精神医学における臨床研究

氏名・所属・役職

キーワード

宮脇　大・医学研究科　神経精神医学・講師

児童精神医学、子ども、精神障害、不安、発達障害、心理

臓器器官病態内科学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/neuropsy/



68

シーズ名 ピシバニール（OK-432）を用いた肺を中心とした悪性腫瘍への免疫ラジオ波療法

氏名・所属・役職

キーワード

山本　晃・医学研究科　放射線診断学・IVR学・講師

ラジオ波凝固療法、免疫、悪性腫瘍

病態診断・生体機能管理医学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/radiology/



69

シーズ名 ラジオ波凝固療法の局所制御率改善のための基礎研究

氏名・所属・役職

キーワード

大隈　智尚・医学研究科　放射線診断学・IVR学・講師

ラジオ波凝固療法、肺がん、化学療法

病態診断・生体機能管理医学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/radiology/



70

シーズ名 ラジオ波凝固療法の悪性肺腫瘍への応用

氏名・所属・役職

キーワード

松岡　利幸・医学部附属病院　放射線科・医員

ラジオ波凝固療法、RFA、肺癌、CTガイド

病態診断・生体機能管理医学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/radiology/



71

シーズ名 ストレスのない放射線治療を目指して−快適に癌治療を完遂するための工夫−

氏名・所属・役職

キーワード

細野　雅子・医学研究科　放射線腫瘍学・准教授

放射線治療	固定具	癌患者の食事

病態診断・生体機能管理医学講座



72

シーズ名 核医学画像処理ソフトウエアの開発

氏名・所属・役職

キーワード

塩見　進・医学研究科　核医学・教授

PET、SPECT、CT、MRI、融合画像、CAD

病態診断・生体機能管理医学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/nucmed/



73

シーズ名 ヨード制限食の献立作り

氏名・所属・役職

キーワード

河邉　讓治・医学研究科　核医学・准教授

ヨード制限食、甲状腺癌、家庭、病院栄養部

病態診断・生体機能管理医学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/nucmed/



74

シーズ名 認知症患者における脳血流の統計的画像解析による診断

氏名・所属・役職

キーワード

東山　滋明・医学研究科　核医学・特任講師

認知症、アルコール依存、脳血流	SPECT、統計的画像解析、画像診断

病態診断・生体機能管理医学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/nucmed/



75

シーズ名 in vivo 標本を用いた神経障害性疼痛予防効果の行動学的・電気生理学的検討

氏名・所属・役職

キーワード

舟井　優介・医学部附属病院　麻酔科・登録医

脊髄鎮痛、in	vivo標本、神経障害性疼痛

病態診断・生体機能管理医学講座

http://ocu-anesth.jp/



76

シーズ名 チーム医療におけるノンテクニカルスキル向上のための教材ツールの開発

氏名・所属・役職

キーワード

溝端　康光・医学研究科　救急医学・教授

チーム医療、crew	resource	management、外傷診療

病態診断・生体機能管理医学講座

http://ocu-ccmc.jp/



77

シーズ名 大阪市における南海・東南海地震被害想定と医療体制の地理的分析

氏名・所属・役職

キーワード

山本　啓雅・医学研究科　救急医学・准教授

災害医療、GIS（地理情報システム）、被害想定

病態診断・生体機能管理医学講座

http://ocu-ccmc.jp/



78

シーズ名 UWBを用いた集中治療領域における患者環境の改善と人件費削減

氏名・所属・役職

キーワード

内田　健一郎・医学研究科　救急医学・病院講師

Ultra	Wide	Band、ボディエリアネットワーク（BAN;	Body	Area	Network）

病態診断・生体機能管理医学講座

http://ocu-ccmc.jp/



79

シーズ名 サマリー、診断書、紹介状などの自動文書作成ソフト開発

氏名・所属・役職

キーワード

山本　朋納・医学研究科　救急医学・臨床研究医

自動文書作成、ソフトウェア開発

病態診断・生体機能管理医学講座

http://ocu-ccmc.jp/



80

シーズ名 簡易画像検査機器

氏名・所属・役職

キーワード

森岡　貴勢・医学研究科　救急医学・臨床研究医

画像診断、臨床応用、医療資源

病態診断・生体機能管理医学講座

http://ocu-ccmc.jp/



81

シーズ名 機能性消化管疾患の病態解析、バイオマーカーの探索

氏名・所属・役職

キーワード

田中　史生・医学研究科　先端予防医療学・講師

機能性消化管疾患、機能性ディスペプシア、バイオマーカー

病態診断・生体機能管理医学講座

http://www.hosp.med.osaka-cu.ac.jp/departments/59-sentanyobou.shtml



 

    シーズ名 周術期口腔機能管理 

氏名・所属・役職 中原寛和・歯科・口腔外科学・准教授 

＜概要＞ 

近年、医療の現場では全身的な疾患の治療における、口腔ケアの重要性が認識されてきている。例え

ば白血病治療時の化学療法前、そして造血幹細胞移植の際の術前口腔機能管理、頭頸部癌治療時の化学

放射線治療時の術前口腔機能管理さらに治療中の口腔内対策などである。さらには近年、注目されてい

るのが、ドレゾロン酸や抗 RANKL抗体（デノスマブ）などの骨吸収抑制薬に由来する薬剤関連顎骨壊死

（Medication-Related Osteonecrosis of the Jaw：以下 MRONJ）であり、その対応には難渋している。

その中で投与前より適切な口腔機能管理を行うことが、最良の予防策であると考えられ、口腔機能管理

の重要性が注目されつつある。 

当歯科・口腔外科学教室では、これらの周術期口腔機能管理に取り組み、患者さんの GOLを保つこと

はもちろんのこと、その成果を大学病院の本分として、その成果を医療に関する調査、臨床研究として

社会に発信していくことを考えている。 

 

＜アピールポイント＞ 

 

 

 

 

 

 

 

＜利用・用途・応用分野＞ 

 

 

 

 

 

 

＜関連する知的財産権＞ 

 

 

 

 

＜関連するＵＲＬ＞ 

 

 

＜他分野に求めるニーズ＞ 

 

 

 

 

 

キーワード 周術期 口腔機能管理 

 



82

シーズ名 骨盤臓器脱に対する合成メッシュによる骨盤底再建術

氏名・所属・役職

キーワード

古山　将康・医学研究科　女性生涯医学・教授

骨盤臓器脱、メッシュ手術、ポリプロピレン、TypeIメッシュ

生殖発達医学講座

http://www.jfpfm.jp/
http://www.med.osaka-cu.ac.jp/obandg/



83

シーズ名 癌悪液質

氏名・所属・役職

キーワード

安井　智代・医学研究科　女性病態医学・准教授

癌悪液質、AIS、QOL

生殖発達医学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/obandg/



84

シーズ名 子宮筋腫の自然史に関する研究

氏名・所属・役職

キーワード

市村　友季・医学研究科　女性病態医学・講師

子宮筋腫の自然史、切らずに治す子宮筋腫、子宮筋腫の予防

生殖発達医学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/obandg/



85

シーズ名 卵巣類内膜腺癌におけるPI3K/mTOR経路遺伝子の検討

氏名・所属・役職

キーワード

橋口　裕紀・医学研究科　女性病態医学・講師

卵巣癌、類内膜腺癌、PI3K/mTOR	経路

生殖発達医学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/obandg/



86

シーズ名 婦人科悪性腫瘍におけるUCP（Uncoupling protein）の発現

氏名・所属・役職

キーワード

福田　武史・医学研究科　女性病態医学・講師

卵巣癌、子宮頸癌、子宮体癌、UCP

生殖発達医学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/obandg/



87

シーズ名 神経変性疾患および認知症における神経変性の進行を緩和する経口薬の開発

氏名・所属・役職

キーワード

田中　あけみ・医学研究科　発達小児医学・准教授

希少難病、認知症、神経変性治療薬

生殖発達医学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/pediat/



88

シーズ名 早産児の慢性肺疾患の病態に関わる薬剤の検討

氏名・所属・役職

キーワード

齊藤　三佳・医学研究科　発達小児医学・講師

早産児、慢性肺疾患、細胞増殖因子、薬剤

生殖発達医学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/pediat/



89

シーズ名 「障がい」を有する小児の成育過程で、本人や保護者、学校関係者に対して
小児科医がいかに関わり、いかに支援していくか

氏名・所属・役職

キーワード

瀬戸　俊之・医学研究科　発達小児医学・講師

小児科学、障がい学、慢性疾患、遺伝病、小児神経科、先天代謝異常症

生殖発達医学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/pediat/



90

シーズ名 認知症早期診断におけるPET検査の有用性

氏名・所属・役職

キーワード

伊藤　義彰・医学研究科　神経内科学・教授

PETイメージング、認知症、アルツハイマー病、アミロイドイメージング、タウ蛋白

生殖発達医学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/Neurology/



91

シーズ名 血液にてアルツハイマー病の進行度合いを測定する方法

氏名・所属・役職

キーワード

山本　圭一・医学研究科　神経内科学・臨床研究医

アルツハイマー病、アルブミン、アルブミンAβ複合体、血液、バイオマーカー

生殖発達医学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/Neurology/



92

シーズ名 甲状腺未分化癌治療薬の開発

氏名・所属・役職

キーワード

小野田　尚佳・医学研究科　腫瘍外科学・准教授

癌細胞株、甲状腺癌、甲状腺未分化癌、創薬、分子標的薬剤、薬剤耐性

臓器器官病態外科学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/surgical-oncology/



93

シーズ名 消化器癌所属リンパ節内のT細胞の分離と免疫細胞療法への応用

氏名・所属・役職

キーワード

田中　浩明・医学研究科　腫瘍外科学・講師

癌、免疫療法

臓器器官病態外科学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/surgical-oncology/



94

シーズ名 膵管内乳頭粘液性腫瘍におけるマイクロRNAの発現のプロファイリング

氏名・所属・役職

キーワード

木村　健二郎・医学研究科　腫瘍外科学・講師

膵管内乳頭粘液性腫瘍、IPMN、膵臓癌、悪性化診断、マイクロRNA

臓器器官病態外科学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/surgical-oncology/



95

シーズ名 乳癌の薬物療法耐性への低酸素の関与についての研究

氏名・所属・役職

キーワード

野田　諭・医学研究科　腫瘍外科学・病院講師

乳癌、薬物療法、低酸素

臓器器官病態外科学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/surgical-oncology/



96

シーズ名 免疫応答からみた胃癌に対する腹腔鏡下手術の妥当性に関する検討

氏名・所属・役職

キーワード

六車　一哉・医学研究科　腫瘍外科学・講師

胃癌、免疫応答、腹腔鏡下手術

臓器器官病態外科学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/surgical-oncology/



97

シーズ名 小切開低侵襲心臓手術のための手術機器開発

氏名・所属・役職

キーワード

柴田　利彦・医学研究科　心臓血管外科学・教授

心臓弁膜症手術、小切開手術、低侵襲手術、僧帽弁、大動脈弁

臓器器官病態外科学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/surgery2/



98

シーズ名 冠動脈バイパス術におけるバイパスグラフト機能の術中評価

氏名・所属・役職

キーワード

細野　光治・医学研究科　心臓血管外科学・講師

冠動脈バイパス術、狭心症、心筋梗塞、造影剤、超音波診断

臓器器官病態外科学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/surgery2/



99

シーズ名 慢性移植腎症における腎間質線維化予防に関する研究

氏名・所属・役職

キーワード

仲谷　達也・医学研究科　泌尿器病態学・教授

慢性腎不全、腎移植、慢性移植腎症、腎間質線維化、カルシニューリン阻害剤

臓器器官病態外科学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/urology/



100

シーズ名 ヒトiPS細胞由来心筋細胞を用いたon-line HDF療法の優位性の検討

氏名・所属・役職

キーワード

長沼　俊秀・医学研究科　泌尿器病態学・講師

泌尿器科、HD、on-line	HDF、iPS細胞

臓器器官病態外科学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/urology/ 
http://jsur.umin.jp/



101

シーズ名 基底膜制御による皮膚、爪、毛髪疾患の制御:マトリックス治療

氏名・所属・役職

キーワード

鶴田　大輔・医学研究科　皮膚病態学・教授

ヘミデスモゾーム、接着斑、マトリックス

感覚・運動機能医学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/Derma/



102

シーズ名 基底膜制御による血管肉腫の増殖転移制御:マトリックス治療

氏名・所属・役職

キーワード

加茂　理英・医学研究科　皮膚病態学・准教授

血管肉腫、ラミニン、腫瘍増殖制御

感覚・運動機能医学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/Derma/



103

シーズ名 内因性カンナビノイド機構を用いたアレルギー疾患の治療

氏名・所属・役職

キーワード

菅原　弘二・医学研究科　皮膚病態学・講師

肥満細胞、アトピー性皮膚炎、アレルギー、カンナビノイド受容体

感覚・運動機能医学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/Derma/



104

シーズ名 光線力学療法を用いたMRSA感染症治療および癌治療

氏名・所属・役職

キーワード

小澤　俊幸・医学研究科　皮膚病態学・講師

光線力学療法、LED、殺菌

感覚・運動機能医学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/Derma/



105

シーズ名 半月板温存手術の基礎的研究、開発、評価

氏名・所属・役職

キーワード

橋本　祐介・医学研究科　整形外科学・講師

半月板、再生、手術技術

感覚・運動機能医学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/orthoped/



106

シーズ名 皮膚マーカーを併用したコンピューターナビゲーションシステムによる
骨軟部腫瘍切除術

氏名・所属・役職

キーワード

星　学・医学研究科　整形外科学・講師

骨軟部腫瘍、ナビゲーションシステム、放射線画像

感覚・運動機能医学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/orthoped/



107

シーズ名 見守り支援を行う追従ロボットの開発

氏名・所属・役職

キーワード

池渕　充彦・医学研究科　整形外科学・講師

介護支援、リハビリテーション、ロボット

感覚・運動機能医学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/orthoped/



108

シーズ名 iPS細胞と人工神経を用いた末梢神経の再生

氏名・所属・役職

キーワード

上村　卓也・医学研究科　整形外科学・病院講師

iPS細胞、人工神経、再生医療、末梢神経

感覚・運動機能医学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/orthoped/group/05handsur.html



109

シーズ名 中間毛の組織学的・形態学的解明による最適な眉毛再建法について

氏名・所属・役職

キーワード

元村　尚嗣・医学研究科　形成外科学・教授

眉毛、中間毛、眉毛再建

感覚・運動機能医学講座



110

シーズ名 熱傷における新たな評価ディバイスの確立

氏名・所属・役職

キーワード

羽多野　隆治・医学研究科　形成外科学・病院講師

熱傷、皮膚、血流、瘢痕

感覚・運動機能医学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/PRsurgery/ 
http://kaken.nii.ac.jp/d/r/10382144.ja.html



111

シーズ名 良き医療人育成のためのスキルスシミュレーションセンター（SSC）の活用

氏名・所属・役職

キーワード

首藤　太一・医学研究科　総合医学教育学・教授

医療教育、シミュレーション、スキルスラボ

医療管理医学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/ssc/ 
http://www.med.osaka-cu.ac.jp/ocumsoshin/



112

シーズ名 喫煙者におけるcirculating micro RNAと遺伝子多型解析による早期血管障
害バイオマーカーの開発と脳心血管障害発症に対する先制医療への応用

氏名・所属・役職

キーワード

竹本　恭彦・医学研究科　総合医学教育学・准教授

禁煙、先制医療、早期発見介入マーカー

医療管理医学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/ocumsoshin/



113

シーズ名 シミュレーション教育から市民の健康と社会生活を支援する

氏名・所属・役職

キーワード

森村　美奈・医学研究科　総合医学教育学・准教授

医学教育、医療面接、模擬患者、シミュレーション教育、更年期、月経関連、高齢者

医療管理医学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/ocumsoshin/ http://www.med.osaka-cu.ac.jp/ssc/



114

シーズ名 葉書アンケートによるインフルエンザの実態調査

氏名・所属・役職

キーワード

栩野　吉弘・医学研究科　総合医学教育学・講師

インフルエンザ、実態調査、葉書アンケート

医療管理医学講座

http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/all/special/flu/topics/201311/533597.html



115

シーズ名 炎症性腸性疾患治療の最適化と有効性の検討

氏名・所属・役職

キーワード

鎌田　紀子・医学研究科　総合医学教育学・講師

クローン病、潰瘍性大腸炎、内視鏡検査、食事・栄養療法、生物学的製剤治療

医療管理医学講座

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/ocumsoshin/



116

シーズ名 新規蛋白抗原を用いたムーコル症の早期診断法の開発

氏名・所属・役職

キーワード

掛屋　弘・医学研究科　臨床感染制御学・教授

ムーコル症（接合菌症）、体外診断薬、抗体療法

医療管理医学講座



117

シーズ名 多剤耐性アシネトバクター肺炎における病原因子の解明とその制御

氏名・所属・役職

キーワード

山田　康一・医学研究科　臨床感染制御学・講師

耐性アシネトバクター、人工呼吸器関連肺炎、アジスロマイシン

医療管理医学講座



118

シーズ名 離床監視システム

氏名・所属・役職

キーワード

朴　勤植・医学研究科　医療安全管理学・准教授

医療安全、医療事故、転倒転落、離床監視システム

医療管理医学講座

http://ocuqualityandsafety.jimdo.com/



119

シーズ名 レポート作成支援システム

氏名・所属・役職

キーワード

朴　勤植・医学研究科　医療安全管理学・准教授

情報処理システム、レポート作成支援システム、E-ラーニングシステム

医療管理医学講座

http://ocuqualityandsafety.jimdo.com/



 

    

 

 

シーズ名 分裂酵母を用いた薬剤(生理活性物質)スクリーニング 

氏名・所属・役職 中村太郎・理学研究科・教授 

＜概要＞ 

 生理活性物質のスクリーニングはこれまで培養細胞等を用いておこなわれているが、高コスト、操作

が煩雑などの問題がある。酵母は単細胞の真核生物で基本的な構造は高等生物と同じである。さらに出

芽酵母、分裂酵母はモデル生物として基礎研究も盛んに行われており、ゲノム配列もすべて明らかにさ

れている。高等生物にも保存されている遺伝子も多く存在することもわかっている。 

 分裂酵母および出芽酵母の基礎研究によって得られた知見を薬剤のスクリーニング等に応用する。低

コストで簡単な操作で行うことが可能となる。またヒト遺伝子等の発現も可能なので、あるタンパク質

の機能を阻害する物質のスクリーニングも可能である。 

 

 

右図、分裂酵母（bar 10µm) 

 

 

 

 

＜アピールポイント＞ 

 

低コストでスクリーニングが可能である。 

 

 

 

 

＜利用・用途・応用分野＞ 

 

 

医学、薬学、工学、生命科学 

 

 

 

 

＜関連する知的財産権＞ 

 

なし 

 

 

＜関連するＵＲＬ＞ 

http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/biol/cbiol/pombe/pombe_J.htm 

 

＜他分野に求めるニーズ＞ 

 

 

 

 

キーワード 酵母、有性生殖、減数分裂、リソース、遺伝資源 

 



 

 

    シーズ名 網膜投影型ヘッドマウントディスプレイ 

氏名・所属・役職 髙橋秀也・工学研究科・教授 

＜概要＞ 

シースルー型の網膜投影型ヘッドマウントディスプレイ（HMD）を開発しています。この HMD の特長は、瞳孔

を通して映像を直接網膜に投影するマックスウェル視の原理を用いていることであり、鮮明でコントラストが高

い映像を提示でき、さらに深い焦点深度を実現できるために、従来の HMDと異なり、眼の焦点調整が不要とな

ることでする(図１，２)。また、網膜投影ディスプレイを構成する主要な光学素子にホログラフィック光学素子

(HOE)を用いており、表示映像と外界の風景が重畳されて見えるシースルー型を実現しています(図３，４)。 

         

図１ 網膜投影型 HMDの原理              図３ 試作ディスプレイ 

 

 

 (a)網膜投影型 HMD    (b)従来の HMD(仮想映像が結像しない)  

図２ 網膜投影型 HMD と従来の HMDの比較              図４ カラー表示例 

 

＜アピールポイント＞ 

映像を直接網膜に投影するため、鮮明でコントラストが高い映像を提示できます。また、深い焦点深度を実

現できるために、従来の HMD と異なり、眼の焦点調整が不要であるため、外界の風景を見ながら同時に表示

映像を観察する拡張現実感表示への応用において、外界の風景に眼のピントを合わせたままで、常にピント

の合った仮想映像を観察可能です。そのため、スポーツ時や車の運転時などの動きの速い状況での使用にお

いても眼が疲れないという利点があります。また、高齢者や低視力者にも視認性が良いという特長がありま

す。 

 

＜利用・用途・応用分野＞ 

・ 車やバイクの運転時の支援情報(ナビ情報や ITS情報)の表示装置 

・ 外科手術や内視鏡手術の手術ナビゲーション(人体と臓器等の３次元仮想映像の重畳) 

・ スポーツ競技やトレーニングにおける運動情報(健康情報や活動情報)の把握 

・ その他、数値情報や画像情報の提示を伴うウェアラブル型ディスプレイ分野 

 

＜関連する知的財産権＞ 

特願 2014-047022  網膜投影システムおよび眼鏡型ディスプレイ 

特許第 3785539号  広視域網膜投影型表示システム 

＜他分野に求めるニーズ＞ 

眼鏡フレームに内蔵可能な、映像投影装置。映像信号の無線インタフェース。 

キーワード ヘッドマウントディスプレイ，網膜投影，ホログラフィック光学素子 

 

 表示映像 

 

眼球 



 

   ○写  

シーズ名 センサによる人体のデータ解析手法 

氏名・所属・役職 中島 重義・工学研究科電子情報系専攻・准教授 

＜概要＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜アピールポイント＞ 

 

 

 

 

 

 

 

＜利用・用途・応用分野＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜関連する知的財産権＞ 

 

 

 

 

 

＜関連するＵＲＬ＞ 

特に無し 

 

＜他分野に求めるニーズ＞ 

 センサ技術の向上 

 

キーワード 医用情報 レントゲン 加速度 人体 最適化 機械学習 GA PSO NN 

 

 センサにより、人体のデータを測定してそ

の解析をします。 

A）人体に装着した加速度センサや電子聴診

器による肺の音を周波数変換する(図 1)。 

B)事態のレントゲン撮影や CT データ、ある

いは体表面の赤外線撮影や可視光線撮影で人

の 2D情報と 3D立体の測定(図。2) 

C) 遺伝的アルゴリズム(GA、図 3、人工神経

回路網(NN)による機械学習、粒子群最適化

(PSO)などの最適化手法や学習手法により解

析。 

A) 長年の医工連携研究による医学部との

協力体制 

B) 何種類ものセンサを使った測定の技術 

C) さまざまな学習アルゴリズムや最適化

アルゴリズムを使った研究体制 

 

図 1 歩行する人体の加速度センサの周波数解析 

図 2 レントゲンと CT の GA 最適

化マッチング 

図 3 GA における最適化のための

遺伝子交差 

A) 医療応用。加速度計による歩行診断に

よるリハビリテーションの補助。肺音によ

る喘息診断。レントゲンによる骨の異常の

診断。独居者の転倒の検出。 

B) 健康維持。加速度計による健常者の運

動量の測定と健康アドバイス。 

C) 監視カメラを使った人物同定による、

見守り、テロ防止。 

A) 人工関節の摩耗測定(特許申請済み) 

B) 監視カメラによる人物の見守り(特許申

請済み) 

C）肺音の異常判定(特許申請中) 



 

    

 

 

シーズ名 天然生理活性物質を基とした新規抗腫瘍・抗炎症剤の開発 

氏名・所属・役職 東 秀紀・工学研究科化学生物系専攻・講師 

＜概要＞ 

1’-Acetoxychavicol (ACA) は抗腫瘍性、抗炎症

性など様々な薬理効果が報告されているショウ

ガ由来化合物である。ACA は細胞増殖や炎症応

答に重要な転写因子である NF-κB の活性化を抑

制し、抗腫瘍、抗炎症活性を示す。しかしながら、

ACA は難水溶性であり、更に水溶液中では不安

定で分解しやすいといった問題があった。これを

解決するため、我々は水溶性シクロデキストリン

（CD）を利用し、ホスト分子とゲスト分子の粉末から複合体を作製可能な高速振動粉砕法による水溶

化を検討した。その結果、ACA の生理活性を維持しつつ、水溶液中でも比較的安定な包接率約 60%の

水溶性複合体の作製に成功した。更に、ACA、複合体共に現在知られている NF-κB の活性化抑制とは

異なる抗炎症効果を新に見出しており、現在その作用機序の解明に向けて研究を行っている。 

また、ACAの分解産物の一つである HPAが細胞内の還元性物質であるグルタチオンを低下させる効

果をもつことを見出している。HPA自体は ACAとは異なり抗腫瘍、抗炎症効果を示さないため、例え

ば細胞内に活性酸素種を発生させてがん細胞を殺傷するような光線力学療法における併用剤としての

応用が考えられる。また、グルタチオンは多剤耐性を獲得したがん細胞で過剰に存在しており、抗がん

剤など取り込んだ分子を細胞外へ放出する機構にも関与しているため、既存の抗がん剤との併用でも活

性向上が見込めると考えている。HPAも ACAと同様の手法で水溶化が可能で、包接率がほぼ 100%の

水溶性複合体を得ており、更に単独の場合と同程度のグルタチオン低下効果を示すことも確認してい

る。 

 以上、天然の生理活性物質である ACA や HPAを CD で水溶化することで薬剤としてのハンドリング

を容易にし、これらを用いて慢性炎症である肝炎や関節リウマチ等に対する抗炎症剤、あるいは光線力

学療法や抗がん剤への併用化学療法剤としての応用を目指している。 

 

＜アピールポイント＞ 

CD を用いた難水溶性物質の水溶化技術を有している。CD に内包可能な大きさの分子かつ常温で固体

のものに限られるものの、粉末状態から複合体を作製するため、従来の混練法よりも高効率で水溶化が

可能である。 

 

＜利用・用途・応用分野＞ 

難水溶性物質の水溶化 

シスプラチンなどの抗がん剤との併用化学療法 

光線力学療法への応用 

肝炎、関節リウマチに対する新規治療薬 

 

＜関連する知的財産権＞ 

1. 特願 2010-263089 “水難溶性薬理活性物質の薬理活性を維持しながら水溶性を付与する方法”  

2. 特願 2010-037089 “コラーゲン産生促進剤” 

 

＜関連するＵＲＬ＞ 

＜他分野に求めるニーズ＞ 

各種疾患（肝炎、リウマチ等）のモデルマウス作製を含めた動物実験技術。 

キーワード ACA, 抗腫瘍、抗炎症、水溶化、シクロデキストリン 

 

ACA HPA 

図 1.  ACA及びその分解物 HPAの構造 



 

    

 

 

シーズ名 自己会合性ペプチドを利用した抗体高機能化技術 

氏名・所属・役職 中西 猛・工学研究科・講師 

＜概要＞ 

抗体医薬は、がんやリウマチを

はじめとする難治性疾患に対する

治療薬として注目されており、国際

的に激しい開発競争が繰り広げら

れている。現在主流の完全長(IgG)

型抗体を用いる場合、大量投与と

製造方法に起因するコスト高が相

まって、高額な治療法となってしま

うため、医療経済的視点から克服

すべき課題である。一方、微生物

を用いて高効率に生産が可能な

低分子化抗体では、製造コストの

低減は期待できるものの、低分子

化に伴う機能低下が指摘されてい

る。そのため、従来の IgG型抗体と

比較して、機能的に同等あるいは凌駕する組換え抗体を、安価に作製できる技術が求められている。 

そこで、我々はヘテロ 4量体を形成する自己会合性ペプチドに着目し、抗体高機能化技術の開発を行ってい

る。これまでに、2種の短鎖ペプチドを 2種の抗体可変領域に各々融合することによって、2種の標的分子に結

合可能なバイスペシフィック抗体を作製した。このバイスペシフィック抗体は、市販の抗体医薬に匹敵する機能

を発揮したことから、我々が開発した手法は、抗体高機能化技術として有用であると考えている。 

 

＜アピールポイント＞ 

IgG 型抗体は、一般に高等細胞を用いて生産されるが、微生物に比べて、増殖が遅く、高い培養コストを必

要とする。本技術では自己会合性ペプチドを利用し、微生物発現系で生産可能なサイズの単量体ユニットを自

発的に会合させ、ボトムアップ的に高分子量化を図ることで、生産性と機能性の両立を目指している。 

 

＜利用・用途・応用分野＞ 

本技術を用いることで、高い生産性と機能性を備えた治療用抗体を作製できる可能性があるため、コスト低

減の観点から医薬分野に貢献できると考えている。また、本技術は、タンパク質分子連結技術の新規な提案で

あることから、他のタンパク質分子でも適用可能であり、基礎的研究分野からセンシング、イメージングへの応

用に至るまで幅広い分野での利用が期待される。 

 

＜関連する知的財産権＞ 

なし 

 

＜関連するＵＲＬ＞ 

北村研究室ホームページ http://www.bioa.eng.osaka-cu.ac.jp/bic/ 

 

＜他分野に求めるニーズ＞ 

バイオ医薬品の薬物動態評価系 

 

キーワード 抗体医薬、自己会合性ペプチド、遺伝子組換え、微生物生産、高機能化 

 

自己会合性ペプチドを利用した抗体高機能化技術の概念図 



 

    シーズ名 都市防災における健康・体力に関する研究 

氏名・所属・役職 渡辺一志・都市健康･スポーツ研究センター・教授 

＜概要＞ 

災害に対応する力には、「自助」、「共助」、「公助」がある。公助には限界があり、「自助」、「共助」の

力を高めることが重要である。一人一人が自助の力を培い、コミュニティの共助の力が高まれば災害に

対応する力は無限大である。災害時にいのちを守るために求められる自力避難評価によって災害時に自

分ができる最善の避難行動を把握し、さらに援護可能な人が援護の対象とすべき高齢者や要援護者をど

のように援護するかによって被害者数を減少させることができる。この避難行動において、当初の目的

となる場所が避難場所である。避難場所には、公共施設、神社、高台などがあり、日常より自治体によ

り指定されている。東日本大震災においては、想定を上回る波高により一部の避難場所が浸水し、被害

が生じている。しかしながら、大半の避難場所は安全に被災者が一次避難することができ、その役割を

果たせた。しかし、高齢者や要援護者にとってこの避難行動は容易ではない。実際に被災者が避難した

避難場所の実態を明らかにするとともに、高齢者の体力や要援護者を避難させるために必要とされる体

力を把握し、今後の防災計画へ貢献できる知見を蓄積することが必要であろう。 

  コミュニティの防災力を高めるためには、日常における一人一人が健康・体力の維持・増進に努め、

健康寿命を延伸することがいのちを守ることに繋がる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜アピールポイント＞ 

 避難所要時間と体重支持指数（WBI）、椅子立ち座りテスト（CST）および歩行機能テスト(TUG)には負

および正の有意な相関関係が認められた。下肢の筋量、筋力（機能）が、避難所要時間に影響を及ぼし

ていることが明らかとなった。避難行動において下肢筋力（筋量）は、重要なファクターと考えられ、

自身の下肢機能を知る事によって、災害時の避難計画に活かす一助となろう。下肢筋力の維持・向上に

よって自力避難の可能な高齢者を一人でも多くするためには、日常生活の中に運動やトレーニングを取

り入れることを啓発することが重要である。 

 

＜利用・用途・応用分野＞ 

防災教育、健康・体力の維持増進、リハビリテーション、社会福祉、災害医療 

 

＜関連するＵＲＬ＞ 

 http://www.sports.osaka-cu.ac.jp/index.htm 

 

＜他分野に求めるニーズ＞ 

 要援護者の移動技術、福祉的配慮のある避難所、避難所の健康問題 

 

キーワード 避難体力、防災教育、健康・体力づくり、要援護者、下肢筋力 

 

 
 



    
シーズ名 視覚障がい者アーチェリー照準機器開発と実装 

氏名・所属・役職 渡辺一志・都市健康･スポーツ研究センター・教授 

＜概要＞ 

障がい者の健康増進や社会参加促進に寄与することができるという観点から、近年、種々の障がい者

スポーツが普及している。アーチェリー競技は、的を狙って矢を射るという特性から、障がい者が健常

者と対等に競技ができるスポーツとして、障がい者スポーツの中でも早期から実施されており世界的に

も愛好者が多く普及している。しかしながら、視覚障がい者が実施することは極めて困難であると考え

られ、その研究開発は殆ど行われていない。我々は、的を狙うという視覚情報を、聴覚情報に変換でき

れば、視覚障がい者に対してアーチェリー競技実施の可能性が見いだせるものと考え、開発を進めて来

たが、視覚障がい者への導入については、照準を十分に合わせるために必要な精度や重量及び安全性が

十分ではなかった。近年のセンサー技術的進歩や他の情報を組み合わせることによって、視覚障がい者

のアーチェリー競技を可能にすることが可能ではないかと考え、新たな照準システム開発を着想するに

至った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜アピールポイント＞ 

磁気センサモジュールならびに無線モジュールを用いて方位情報を聴覚情報に変換する高精度で軽

量である照準器を開発した。開発した照準器を使用して、アーチェﾘｰを実射して確認した照準の精度は、

約 60％であった。また、左右方向および上下方向については、それぞれ 64％、77％のパフォーマンス

を発揮することができ、実際に使用することが十分可能であることが示唆された。また、刺さった矢の

静止画像処理により、矢の位置を検出して得点を推定するシステムの開発も行った。 

 視覚障がい者への導入を進め、動画による得点通知システムの実現が今後の課題である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜利用・用途・応用分野＞ 

 障害者スポーツ、レクリエーションスポーツ、社会福祉 

 

＜関連するＵＲＬ＞ 

 http://www.sports.osaka-cu.ac.jp/index.htm 

 

＜他分野に求めるニーズ＞ 

 磁気方位センサ、加速度センサ、ジャイロ、3次元画像解析、得点感知システム、自動通知システム 

キーワード 視覚障がい、アーチェリー、障がい者スポーツ、情報変換 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



    

シーズ名 種々刺激に対する体性―自律神経応答に関する研究 

氏名・所属・役職 渡辺一志・都市健康･スポーツ研究センター・教授 

＜概要＞ 

体性―自律神経応答に関するヒト生体の生理的機能について多くの検討がなされてきた。「ルード法」

によれば、「感覚入力は運動出力に影響を与える」といわれるように感覚受容器を刺激することによっ

て筋活動への促通、活性化または抑制をもたらす。皮膚表面を刷毛などで擦る・ブラッシング・アイシ

ング・タッピング・バイブレーションといった手法が行われている。すなわち、身体運動を司る根源で

ある神経系・筋系に皮膚刺激を通じて、中枢性に影響を及ぼしていると考えられる。体性―自律神経応

答の機序に関しては、これまでに、皮膚刺激における受容器の反応（Vallbo et al.1984）や触圧覚に対

応した SAⅠユニットの活動（鈴木 2004）についての報告が見られるが、求心性入力が中枢や遠心性出

力にどの様な変化を及ぼすのかは不明な部分が多い。 

一方、西條らは、皮膚表層への鍼刺激において、呼吸位相における自律神経応答に着目し、呼気時で

の鍼刺激によって、生体の副交感神経活動が亢進することを報告した。 

 呼息相に同期させた鍼刺激によって、身体の副交感神経活動を亢進する知見を得ている（下図）。体

性感覚を介した種々刺激がヒト自律神経系および体性神経系に及ぼす影響について明らかにし、身体の

応答特性を利用した身体調整の方法を探る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜アピールポイント＞ 

 体性感覚を介した刺激と生体の持つ応答特性を見出し、新たな生体の調整法を開発する。 

 

＜利用・用途・応用分野＞ 

 健康・トレーニング機器、自律神経調節、リハビリテーション 

 

＜関連する知的財産権＞ 

 

＜関連するＵＲＬ＞ 

 http://www.sports.osaka-cu.ac.jp/index.htm 

 

＜他分野に求めるニーズ＞ 

 皮膚振動刺激装置、刷毛刺激装置、バイタル情報の同期システム 

 

キーワード 体性感覚、副交感神経賦活、呼吸位相、体性―自律経応答、遠心性出力 
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