
 

 
シーズ名 転写制御タンパク質を使ったセンサー素子の開発 

氏名・所属・役職 中島 洋・理学研究科物質分子専攻・教授 

＜概要＞ 

生体の細胞内で目的に応じた様々な刺激を高感度・高選択的に感知し、遺伝子からのタンパク質合成の制御

を行うタンパク質を転写調節因子と言います。私たちは、この転写調節タンパク質の高度な感知能力を利用

し、これまでの酵素反応を利用するものとは異なる、新しいバイオセンサーを創ろうとしています。 

 

＜アピールポイント＞ 

従来のバイオセンサーでは、刺激（感知の対象）を基質とする酵素反応を利用し、酵素の基質選択性がセンサ

ーの選択性に対応します。酵素反応が酸化還元を伴うものであれば、反応を電極で計測することは比較的簡

単ですが、それ以外の場合、反応に応じて電気化学的信号に変換する仕組みが必要です。この煩雑さがバイ

オセンサーの応用を制限する一因になっています。また、感知の際に刺激を消費してしまうため、低濃度、少

量のサンプルでは、刺激の濃度が変化することも問題です。転写調節因子をセンサー素子に用いる私たちの

センサーでは、転写調節因子の DNA に対する結合の ON/OFF を電気信号に変化する仕組みを作り込めば、

どのような転写制御因子にも応用が可能なため、転写調節因子次第で様々なセンサーが構築可能です。ま

た、、転写調節因子は、酵素と異なり、刺激を消費しませんので、微量の刺激を定量性よく計測することが可能

です。このように、私たちが目指すバイオセンサーは、酵素型のものとは全く異なる原理で動作するため、バイ

オセンサーの新たな応用領域を開拓できると考えています。 

 

＜利用・用途・応用分野＞ 

転写調節因子は、もともと細胞液内で特定の刺激を感知するよう進化してきたため、それを利用するバイオセ

ンサーもまた、生体組織における微量物質の検出に適しています。したがって、診断医療の応用が最も可能性

が高いと考えます。現在開発中のものは、生体組織でシグナル伝達物質として放出される一酸化炭素（CO）セ

ンサーです。生体組織にマイクロ電極として穿刺した状態で、一酸化炭素の組織動態計測を目指しています。 

CO を一酸化窒素や硫化水素と区別して感知するセンサーは、まだ知られていないため、CO 選択的な毒ガス

センサーとしての用途も考えられます。 

＜関連する知的財産権＞ 

 該当なし 

 

＜関連するＵＲＬ＞ 

http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/chem/biomol/ 

 

＜他分野に求めるニーズ＞ 

転写調節因子のセンサー素子から得られる電極信号を計測、加工する技術 

キーワード バイオセンサー、転写調節因子、タンパク質電気化学 



 
シーズ名 

微生物が産生する特異な生物活性を有する化合物の探索・構造決定・

全合成・機能解析 

氏名・所属・役職 臼杵 克之助・理学研究科物質分子系専攻・准教授 

＜概要＞ 

 UK-2A は本学杉本キャンパスで採取された土壌中から得られた放線菌が産生する微生物由来天然有機

化合物です。最近、Streptomyces 属菌の代謝産物からマウス脾細胞を用いた Th2 サイトカイン産生阻害活

性を指標として単離・構造決定されたスプレノシン B (1) は、これまでに私たちが構造活性相関研究を行って

きた UK-2A と antimycin A3b(AA)の構造を併せ持つものです（UK-2A の β,γ-ジヒドロキシカルボン酸とアシル

側鎖、および AA の L-トレオニン残基と N-ホルミルアミノサリチル酸）。Th2 サイトカイン産生阻害薬はアレル

ギー性炎症を抑制し、喘息症状などのアレルギー症状の軽減に有用なことから、エトキシビニルエステルを

経由する 9員環ジラクトン構築を鍵段階とする、スプレノシン Bの全合成を達成しました。 

 
 ヒト血清アルブミンにより活性化させたラット好塩基球性白血病細胞 RBL-2H3 にサンプルを添加し、反応後

の細胞より抽出した全 RNAについてリアルタイム PCRでmRNA発現を定量することにより、Th2サイトカイン

産生阻害活性の評価を行い、あわせて RBL-2H3 細胞に対する細胞毒性も評価しました。細胞毒性が低く、

Th2 サイトカイン産生阻害活性を有しているのは UK-2A でした。Splenocin B や antimycin A3bは高濃度で細

胞毒性が認められるため、C-3 位にメチル基を持たない UK-2A タイプの誘導体が抗アレルギー薬となる可能

性があると期待されます。 

 

＜アピールポイント＞ 

 系統的かつ組織的に有効天然成分を探索し，生命現象を解明するためのツールとして活用していくうえ

で、植物（とくに熱帯産や高地）や微生物が生産する低分子有機化合物の構造および生物活性の多様性は

魅力的で、強力なバイオプローブになります。活性発現に必要な化学構造を描出できるようになれば、化学

構造と薬理作用を基盤とした新薬創製へとつながり、医農薬の開発などの分野への波及効果は大きいと期

待されます。新規抗アレルギー薬や抗がん剤の創出につながる新規創薬シーズを提供したいと考えていま

す。 

 

＜利用・用途・応用分野＞ 

医農薬開発・抗アレルギー剤 

 

＜関連する知的財産権＞ 

アレルギー抑制剤、抗アレルギー性医薬組成物、及び Th2サイトカイン阻害剤 (JP 2017-19757 A 2017.1.26) 

 

＜関連するＵＲＬ＞ 

 

＜他分野に求めるニーズ＞ 

 

 

 

キーワード 創薬シーズ、構造解析、構造活性相関、生物活性天然有機化合物、サイトカイン 

 



 

    

 

 

シーズ名 神経機能の向上を指向した化合物の探索・合成・機能研究 

氏名・所属・役職 品田哲郎・理学研究科・教授 

＜概要＞ 

 

・グリア細胞を増殖させる化合物を見出した。現在、構造の単純化と高機能化を目指した研究を展開している。 

・ＮＭＤＡ型受容体を標的とする、可視化と主に情報伝達の抑制による機能制御研究を行っている。 

 

 

 

 

 

 

＜アピールポイント＞ 

・研究成果の一端がＴＶ放映（夢の扉＋、7月 5日放映分）された 

・グリア細胞を標的とする新しい医薬品としての可能性が期待できる 

・アルツハイマー病の新しい治療薬としての潜在的可能性を有している 

 

 

 

 

 

＜利用・用途・応用分野＞ 

・医薬品としての利用 

・受容体可視化試薬 

など 

 

 

 

＜関連する知的財産権＞ 

・「環状ペプチド誘導体とその製造方法および組成物」 特願特 2014-194509、出願日：2014/9/24  

・国際特許出願準備中 

 

 

 

＜関連するＵＲＬ＞ 

http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/chem/henkan/ 

 

＜他分野に求めるニーズ＞ 

 

 

 

 

 

キーワード 脳神経、医薬品 

 



 
シーズ名 植物の生物多様性維持メカニズムの解明とその応用 

氏名・所属・役職 伊東明・理学研究科生物地球系専攻・教授 

＜概要＞ 

●ボルネオ熱帯雨林の種多様性維持メカニズム ●タイ熱帯季節林の樹木の生物季節 

世界一多様性の高い熱帯雨林（マレーシア・サ

ラワク州）に大面積調査区をつくって、樹木の

多様性が高い理由を調べています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●熱帯林の劣化評価と修復技術の開発 

 ●雑種タンポポの形成・拡大過程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜アピールポイント＞ 

樹木や草など植物を対象にして、多くの種が共存するメカニズムや遺伝的多様性が高くなるメカニズ

ムを生態学的な手法によって解明することを目指して上記の様な研究を行っています。また、こうした

基礎的な研究によって得られる成果を環境修復に役立てたり、市民にわかりやすく伝えたりしていきた

いと考えています。 

＜利用・用途・応用分野＞ 

環境科学、生態系修復、環境教育、生物多様性保全、熱帯林 

＜関連する知的財産権＞ なし 

 

キーワード 生態学、熱帯林、生物多様性、外来植物、環境修復 

 

雨期と乾期のハッキリしている熱帯林（タイ・

チェンマイ県）で水撒き実験をして、開花や落

葉など生物季節の変化を調べています。 

市民団体と協力して、西日本の雑種タンポポ拡

大過程を遺伝子解析によって調べています。 

伐採や焼畑による熱帯林の遺伝的、生態的劣化の

評価方法とその修復技術の開発をしています。 

伐採による熱帯林の劣化 

密閉法による挿し木生産 

ミストハウスによる

山引き苗生産 

様々な形態のタンポポの花 

フローサイトメトリーによる

雑種解析結果 

DNA解析 

熱帯雨林の巨木調査 

（マレーシア） すみわけによって共存している８種のフタバガキ科 

スプリンクラーによる熱帯季節林の水撒き実験 
（タイ） 

（マレーシア） 



 
シーズ名 昆虫の季節適応・環境応答 

氏名・所属・役職 

後藤慎介・大学院理学研究科・教授  

渕側太郎・大学院理学研究科・准教授 

松本圭司・大学院理学研究科・特任助教 

＜概要＞ 

多くの動物は一日の変化，季節の変化に合わせて生活しています．では彼らは野外で実際にどの

ような生活を送っているのでしょうか．どうやって一日、あるいは季節を知るのでしょうか．ここ

には一日を予測する概日時計や季節を予測する光周性を含め，さまざまな生理学的な性質が関わっ

ています． 

 私たちはそれぞれの対象動物の野外での生活を念頭におき，生物の多様性に着目しながら生物機

能の研究をするという比較生理学の立場から，対象動物の生活史の生理学的解析を行っています．

主な対象は昆虫ですが，それ以外の何種かの無脊椎動物も対象に研究を行ってきました．研究内容

に関しては我々の研究室のホームページ（下記）も参考にしてください． 

 

＜アピールポイント＞ 

 私たちはこれまで多くの動物を用いて研究を行ってきました．研

究を通して得られた生活史に関する情報やその動物の生理学的特

性，飼育法に関する情報を提供可能です．これまでに扱ってきた動

物は以下のとおりです． 

●マダラスズ ●マングローブスズ ●ホソヘリカメムシ ●チャ

バネアオカメムシ ●ナガメ ●ヒメマルカツオブシムシ ●ルリ

キンバエ ●ナミニクバエ ●シリアカニクバエ ●ヒロズキンバ

エ ●キイロショウジョウバエ ●セイヨウミツバチ ●二ホンミ

ツバチ ●クロマルハナバチ ●チャコウラナメクジ ●アジアカ

ブトエビ  ●ナミハダニ  など 

 

＜利用・用途・応用分野＞ 

 昆虫の生理学的特性についての情報提供．また，害虫駆除や昆

虫利用の基本的なデータとして重要な生活史の解明，生活史形質

に関わる生理学的特性の解析，高温・低温・乾燥などストレスに

対する耐性の解析，活動タイミングの測定．  

 

＜関連する知的財産権＞ 

特許第 5065399 号 ニクバエ類およびクロバエ類昆虫の卵巣発達期

および産卵用培地，ニクバエ類およびクロバエ類昆虫の飼育方法，

および医療用昆虫 平成 24年 8月 17日取得 

 

＜関連するＵＲＬ＞ 

http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/biol/aphys/index.html 

 

＜他分野に求めるニーズ＞ 

 

 

 

キーワード 昆虫利用，害虫管理，害虫駆除，品質管理 

 

 



 

    

 

 

シーズ名 森林生態系の構造と機能 

氏名・所属・役職 名波哲・理学研究科 生物地球系専攻・准教授 

＜概要＞ 

森林群集における植物の種多様性維持機構を説明するため、植物個体間の相互作用に注目している。

固着性生物である植物においては、群集の空間構造を考慮することが重要であると考え、空間構造の形

成過程に関わる植物の生活史特性、特に繁殖特性、ならびに形成された空間構造が逆に生活史特性に及

ぼす効果について研究を進めている。国内では照葉樹林を主なフィールドとし、研究事例の少ない雌雄

異株植物を対象にしている。また森林保全の立場から、森林内に侵入しつつある外来植物の個体群動態

の研究も進めており、実証的かつ理論的に森林保全についての提言を行うことを目指している。マレー

シアボルネオ島の熱帯多雨林においては、樹木の極めて高い種多様性の創出と維持のメカニズムの迫る

ため、花粉媒介による遺伝子流動の範囲の違いに依存して、個体群内の遺伝的分集団化の程度が異なる、

という仮説のもと、花粉媒介様式の異なるフタバガキ科樹種の比較研究を進めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             東南アジアの熱帯多雨林              日本の照葉樹林 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         性転換する樹木、ウリハダカエデ            外来樹種ナンキンハゼ 

＜アピールポイント＞ 

 森林を構成する高木種は、その体の大きさと寿命の長さから生態系の骨格を作り上げる生物である。高木種

が集団を維持することにより、動物にとっての食物資源や住み場所場所が提供される。森林はまた、水源涵養

機能や二酸化炭素固定機能などを通じてを環境を制御している。森林生態系の構造と機能を明らかにするこ

とは、私たち人間にとって住みよい環境の長期的・安定的な保証につながる。 

 

＜利用・用途・応用分野＞ 

森林保全、自然保護、環境教育など。 

 

＜関連するＵＲＬ＞ 

http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/biol/pecol/pecol.html 

http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/biol/file/lab/pecol.pdf 

キーワード 植物、樹木、生物多様性 

 



 
シーズ名 抗重力反応を利用した有用植物の生産 

氏名・所属・役職 
理学研究科生物地球系専攻 

教授 保尊 隆享、准教授 若林 和幸、准教授 曽我 康一 

＜概要＞ 

植物は、地球上のすべての生物にとってエネルギー（栄養）の供給源であると同時に、地球環境の維

持においても不可欠な役割を担っている。このような植物は、数億年前に生物の先陣を切って陸に上が

って以来、重力の力に抵抗する反応（抗重力反応）を発達させて、陸上で進化してきた。植物の抗重力

反応において、中心的な役割を担っているのは細胞壁である。細胞壁は、セルロース繊維とマトリック

スからなり、個々の細胞を取り囲んでその形や大きさを直接的に制御すると同時に、植物体全体に力学

的な強度を与えている。 

陸上で抗重力反応を発達させた植物は、水不足、温度変化、圧力や接触など、陸上における他のスト

レスに対しても強い抵抗性を示して繁栄してきた。したがって、人為的に植物体の抗重力反応を活性化

することによって、頑丈でストレスに強く生産性の高い作物を作り出すことができる。また、抗重力反

応の活性化により植物体の大きさや形が変化するので、これをうまく操作することによって、園芸的価

値の高い品種をつくることが可能になる。 

 

＜アピールポイント＞ 

 植物にある種のストレスを与えて、他のストレスに対する耐性を高める発想は独創的であり、特に重

力をその手段に使うアイデアはユニークである。当研究グループは、8 回の宇宙実験やそのための地上

研究を通して、重力を有効に利用するためのノウハウを蓄積している。 

 

＜利用・用途・応用分野＞ 

１．生産性の高い作物の作出 

２．園芸的価値の高い作物の作出 

３．有用部位の割合が高い作物の作出 

 

＜関連するＵＲＬ＞ 

http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/biol/pphys/space.html 

 

キーワード 植物、環境、作物、食品、園芸 

このページは記入要領です。 

記入するのは次ページです。 

A4 サイズ、1 ページ以内でご記入下さい。 

顔写真も掲載致します。シーズ一覧の写真と異なるものを使用希望の場合は JPEG

形式でお送り下さい。 

http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/biol/pphys/space.html


 

    

 

 

シーズ名 マイコプラズマ感染症の診断と治療 

氏名・所属・役職 宮田真人・理学研究科（複合先端研）・教授 

＜概要＞ 

ヒト肺炎の原因として知られる細菌，マイコプラズマ属は，種々の高等動植物に様々な感染症を起こす．宮田

は，マイコプラズマの感染に必須な，宿主への接着と滑走運動の仕組みを明らかにしてきた．マイコプラズマは

インフルエンザウイルスと同様に，シアル酸オリゴ糖を認識，結合，引っぱることで，滑走運動を行う．そのた

め，マイコプラズマ感染症は，インフルエンザウイルス感染症と同様に，シアル酸オリゴ糖に似た構造の化合

物により，防ぐことが可能であろう．また，表面に存在するタンパク質はイムノクロマトを用いた診断キットの標

的として有用である．図は，マイコプラズマによるシアル酸オリゴ糖認識を示したもの．４つのポケットそれぞれ

が当を認識する． 

 

 

＜アピールポイント＞ 

マイコプラズマ肺炎は

2011年と2012年に世界

的に大流行した．また，

マイコプラズマによる尿

道炎なども深刻化しつ

つある．マイコプラズマ

感染症を抑えるには迅

速な診断が鍵となるが，

いまだ決定的な診断キットは開発されていない．一方，治療には現在は抗生物質が有効であるが，耐性菌の

出現により，近い将来に別戦略で創作されたの薬剤が必要になる可能性が高い．下のグラフは過去 10年間に

おけるマイコプラズマ肺炎発生件数の推移を示すもので，国立感染症研究所ウェブサイトから転載した． 

＜利用・用途・応用分野＞ 

医学，薬学，獣医学，畜産学，水産学 

＜関連する知的財産権＞ 

該当なし 

＜関連するＵＲＬ＞ 

http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/~miyata/index.html 

＜他分野に求めるニーズ＞ 

該当なし 

キーワード マイコプラズマ，肺炎，尿道炎，関節炎，診断キット，シアル酸オリゴ糖，イムノクロマト 

 

このページは記入要領です。 

記入するのは次ページです。 

A4サイズ、1ページ以内でご記入下さい。 

顔写真も掲載致します。シーズ一覧の写真と異なるものを使用希望の場合は JPEG

形式でお送り下さい。 



 

    
シーズ名 特異な糖タンパク質糖鎖遊離酵素を用いた糖鎖付加・組換え技術 

氏名・所属・役職 伊藤和央・理学研究科・准教授 

＜概要＞ 

糖タンパク質からアスパラギン結合型糖鎖を遊離するエンド-β-N-アセチルグルコサミニダーゼを探索し、そ

の構造と機能に関する研究を行っている。そのうち、下記４種の酵素は、インタクトな糖タンパク質からアスパラ

ギン結合型糖鎖を糖鎖構造特異的に遊離するとともに、糖鎖を他の化合物に転移・付加する。また、これら酵

素の遺伝子大量発現系と精製法を構築し、酵素の供給システムを整えた。 

 

 

 

 
糖タンパク質糖鎖遊離酵素のアスパラギン結合型糖鎖構造特異性 

 

 

 

 

 

＜アピールポイント＞ 

従来の酵素は、変性した糖タンパク質からハイマンース型糖鎖を遊離するが、インタクトな糖タンパク質から

の遊離は極めて遅い。また、ヒト型多分岐コンプレックス型糖鎖には全く作用しない。一方、本シーズの酵素は

いずれもインタクトな糖タンパク質から効率よく糖鎖を遊離する。また、エンド HS とエンド PM はヒト型多分岐コ

ンプレックス型糖鎖極めてよく遊離する。一方、エンドＦＶとエンドＡＢは、酵母などに特徴的なハイマンース型や

ハイブリッド型糖鎖を遊離する。これらの酵素を組み合わせて、糖タンパク質の機能を損なうことなく、すべての

アスパラギン結合型糖鎖を除去できる。また、遊離した糖鎖を様々な化合物に転移導入し、多様な構造のアス

パラギン結合型糖鎖付加した配糖体を合成できる。さらに、糖タンパク質糖鎖の相互組換えが可能となる。 

＜利用・用途・応用分野＞ 

・糖タンパク質バイオ医薬品の糖鎖組換えによる高機能化ならびに糖鎖抗原性の除去 

医薬抗体やエリスロポイエチンなどの糖タンパク質医薬品の糖鎖を、本シーズの酵素で除去し、異なる糖鎖を

転移導入し、安定性や薬理作用を高めることが期待できる。酵母で発現した糖タンパク質医薬品の糖鎖を、本

シーズの酵素で除去またはヒト型糖鎖に組換え、異種糖鎖抗原性による副作用を抑制することが期待できる。 

・生体認識配糖体の合成 

本シーズの酵素を用いて、糖タンパク質のアスパラギン結合型糖鎖を各種生理活性物質に転移導入し、糖鎖

の生体認識機能を有する配糖体を合成できる。薬剤の安定化やデリバリーあるいはウイルス、細菌の特異的

捕捉材の開発に応用できる。 

・酵素による糖タンパク質糖鎖診断 

血液や組織の糖タンパク質から、本シーズの酵素を用いて糖鎖構造特異的に糖鎖を遊離し、質量分析計を併

用して糖鎖部分の高感度分析が可能となる。がん化や各種疾患にともなう糖鎖構造の変化を捉えて、新たな

高感度・迅速な臨床糖鎖診断法の構築が期待できる。 

＜関連する知的財産権＞ 

特願 2012-255631糖タンパク質の糖鎖を遊離させる活性を有する酵素および該酵素を用いる糖鎖の遊離方法 

特願 2013-108153糖タンパク質の糖鎖を遊離させる活性を有する酵素およびその製造方法、該酵素を用いる糖 

鎖の遊離方法 

＜関連するＵＲＬ＞ 

＜他分野に求めるニーズ＞ 

天然糖タンパク質の供給系、均一な構造のアスパラギン結合型糖鎖の供給系、糖鎖導入配糖体の薬理検定

系、糖タンパク質医薬品の効能検定系、糖鎖の高感度かつ簡易分析系 

キーワード 糖鎖技術、糖鎖組換え、バイオ医薬品、生体認識配糖体、糖鎖診断、糖タンパク質 

 

 

 

 
特異な糖タンパク質糖鎖遊離酵素による糖タンパク質からのアスパラギン結合型糖
鎖の遊離と各種化合物への糖鎖転移付加反応 



 
シーズ名 微生物腐食の事例解析 

氏名・所属・役職 川上洋司・工学研究院・准教授 

＜概要＞ 

2006 年にアラスカにおいて原油配送パイプラインから原油が自然環境へ流出する事故が生じ，原油配送が

停止しました．この事故による環境汚損および経済損失は甚大でありました．事故の原因は配管の腐食でした

が，その腐食は微生物によって引き起こされる“微生物腐食”であったと言われています．アラスカでの事故以

外にも微生物腐食による事故が多数報告されています．微生物腐食による経済損失は概算で GNP の 0.5～

2.5%に達するとされています． 

微生物は環境中いたるところに生息します．そのため，材料が水と接する所では微生物腐食が生じる可能性

があり，燃料タンクでの事例や熱交換器，配水管などの身近なところで生じた事例についても多数報告されて

います．微生物腐食の特徴の一つとして，その腐食速度が非常に速いことがあげられます．そのため，予期さ

れる以前に材料の健全性が損なわれ，微生物腐食が甚大な事故を引き起こすことがあります．微生物が腐食

に関与することはあまり知られていないため，微生物腐食が一般の腐食として見過ごされることも多く，適切な

対策がなされないことがあります．微生物腐食への対策を誤ると効果が無いのみならず，微生物腐食を加速さ

せ被害を拡大させることもあります．微生物腐食による事故を防ぐためには生じた腐食が微生物によって引き

起こされた腐食であるのか否かを判断し，微生物腐食が疑われた場合にはそれに応じた対策を行う必要があ

ります． 

当研究室では微生物腐食の事例解析を行い，その結果を基にして対策を検討します． 

 

＜アピールポイント＞ 

事故現場での検証実験，研究室での再現実験などにより，腐食の原因を同定するとともに対策について検

討します． 

 

＜利用・用途・応用分野＞ 

上下水道などのインフラ施設，海洋構造物，プラントや水処理施設 

 

＜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 微生物腐食，金属材料，SRB，IB，バイオフィルム 

 



 

    

 

 

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 



 

   ○写  

シーズ名 酸化還元タンパク質の構築原理とその利用 

氏名・所属・役職 北村 昌也・工学研究科化学生物系専攻・教授 

＜概要＞ 

 硫酸還元菌 Desulfovibrio vulgaris (Miyazaki F)を研究材料として、その遺伝子を解析し、遺伝子工

学的に組換えタンパク質を作り出し、その性質を決定するとともに、積極的な利用法を提案しています。 

 下水の周りは、不快な臭いがしませんか？その臭いの正体は、硫酸還元菌が放出した硫化水素です（臭

いは我慢できますが、実は、毎年数人はこのために亡くなっています）。硫酸還元菌は、硫酸塩呼吸と

いう特殊な呼吸系で生育しているため、通常の生物が持っていないような特殊なタンパク質を持ってい

ます。そこで私は、この菌が持っている補因子（金属イオンやフラビン誘導体など）結合タンパク質に

着目して研究を行っています。このようなタンパク質は、酸化還元という機能は主に補因子に任せ、ペ

プチド鎖部分は、「枠組み」となっていますが、そのペプチド鎖部分は、生体内で反応を行う相手の選

択や補因子の選択性や結合強度、酸化還元電位の決定をしていると考えられます。これらの関係を明ら

かすると同時に、その性質を使って新たな生物プロセスが提案できないかと考えています。 

遺伝子

金属や
補欠分子族

天然にない
アミノ酸の導入

どんなタンパク質が
できるか？

結合強度
酸化還元電位

タンパク質 細菌の生態

ポリペプチド鎖  
 

 

遺伝子からタンパク質へ 
FMN結合タンパク質の 

リボンモデル 
金属イオン回収システムの概念図 

＜アピールポイント＞ 

 天然には、たくさんのタンパク質が存在します。これを改変したタンパク質や、さらに天然にないア

ミノ酸を導入したタンパク質を考えれば、とてつもない種類のタンパク質が想定できます。つまり、タ

ンパク質工学は、目的に合致したタンパク質を「作り出す」無限の可能性を秘めていると言っても過言

ではないかもしれません。その中で、酸化状態を制御することによって、（改変）酸化還元タンパク質

を利用すれば、分子素子などへの応用が可能かもしれませんし、環境中からレアメタルを回収するシス

テムも作り出せるかもしれません。 

＜利用・用途・応用分野＞ 

 環境改善を意図して、硫酸還元菌を駆除するといった消極的な利用だけでなく、積極的な応用を考え

ています。例えば、金属タンパク質の結合金属イオンの選択性を利用すれば、有用な微量金属の効率的

回収システムができると考えています。また、フラビン誘導体と枠組みの関係、つまり酸化還元タンパ

ク質の成り立ちが理解できれば、新たな分子素子、すなわち 1分子メモリやスイッチング素子としての

用途が考えられます。 

＜関連する知的財産権＞ 

 なし 

＜関連するＵＲＬ＞ 

http://www.bioa.eng.osaka-cu.ac.jp/bic/index-ie.html 

＜他分野に求めるニーズ＞ 

 分子を基板上に並べる、樹脂に固定化する、タンパク質を安定化させる、といった工業化に向けた応

用技術 

 

キーワード 酸化還元タンパク質、補因子、金属イオン回収、分子メモリ 

 

http://www.bioa.eng.osaka-cu.ac.jp/bic/index-ie.html


 

    

 

 

シーズ名 β-1,3-グルカンを用いる新規組織接着性止血剤 

氏名・所属・役職 長﨑 健・工学研究科化学生物系専攻・教授 

＜概要＞ 

 現在市販されている止血剤において、フィブリン糊は

ウイルス感染の危険性が高く接着強度が弱い問題点

がある。また、ポリアミンアルデヒド系は血管閉塞等の

後遺障害の可能性や低分子アルデヒド類の高い神

経・組織障害性が指摘されており、決して満足できる

ものではない。そこで、本研究では、微生物由来で側

鎖グルコースを持つ -1,3-グルカン（医薬品やサプリ

メントとしてこちらも安全性が確認されている）の側鎖

グルコースを過ヨウ素酸により選択的に酸化し、生分

解性主鎖を有するポリアルデヒドを作製した。そして、

生分解性ポリアミンと混合し得られたハイドロゲルは、ゲル強度のが高く、in vitro, in vivo （マウス、ラッ

ト、犬） においても低毒性で皮膚に対しても低刺激性であり、血液化学的にも安全で、炎症性も低いこと

が明らかとなった。動物出血モデルを用いた止血効果において有効性が確認された。 

 

＜アピールポイント＞ 

 ウイルス感染の危険性が無く、生体適合性が高く安全性・接着速度・強度に優れた近年の外科医療に

適応した新規止血剤の開発に成功した。 

 

＜利用・用途・応用分野＞ 

 医用止血剤・医用接着剤・止血用接着剤・創傷被覆材料・細胞三次元培養用ゲル・薬物コントロールリ

リース用ハイドロゲル・再生医療用組織補填剤／強化剤 

 

＜関連する知的財産権＞ 

 β-1,3-グルカン由来ポリアルデヒド／ポリアミンハイドロゲル、特許 5660781号、大阪市立大学・ダイソー

株式会社 

 

＜関連するＵＲＬ＞ 

 http://www.bioa.eng.osaka-cu.ac.jp/bfc/ 

 

＜他分野に求めるニーズ＞ 

 共同開発企業を求めています。 

 

 

 

キーワード 止血用接着剤・ハイドロゲル・生体高分子・生体適合性・高分子ゲル 

 



 

 
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 

 

このページは記入要領です。 

記入するのは次ページです。 

A4サイズ、1ページ以内でご記入下さい。 

顔写真も掲載致します。シーズ一覧の写真と異なるものを使用希望の場合は JPEG

形式でお送り下さい。 

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 
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シーズ名 ユビキチン修飾系に着目した炎症・免疫制御系の解析と創薬

氏名・所属・役職

キーワード

徳永　文稔・医学研究科　分子病態学・教授

炎症、免疫、シグナル伝達、NF-κB、ユビキチン、癌、自己免疫疾患、神経変性疾患

分子生体医学講座



10

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



11

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



12

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・准教授

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



14

シーズ名 光遺伝学と大規模細胞外記録法を用いた海馬神経回路の機能解析

氏名・所属・役職

キーワード

水関　健司・医学研究科　神経生理学・教授

光遺伝学、シリコンプローブ、電気生理学

分子生体医学講座



15

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　神経生理学・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



16

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



19

キーワード 神経幹細胞の分裂、神経細胞の遊走、小頭症、滑脳症、細胞質ダイニン、
微小管ネットワークの再編

分子生体医学講座

シーズ名 神経幹細胞の分裂異常と神経細胞遊走障害に伴う先天性脳形成不全疾患の
新たな治療戦略

氏名・所属・役職 金　明月・医学研究科　細胞機能制御学・助教
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キーワード 化学発がん、分子病理学、発がんリスク評価、がん予防

都市医学講座

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 梯　アンナ・医学研究科　分子病理学・講師



 
シーズ名 

ヒト及び動物発がんにおけるがんマーカー、治療標的分子の同定、

発がんリスク評価及びがん幹細胞の性状解析 

氏名・所属・役職 梯 アンナ・医学研究科 分子病理学・講師 

＜概要＞ 

本研究は、肝臓癌の新規治療のための有用なターゲットの発見、その分子の機能や肝発がんの機序の

解明を目的としている。肝臓凍結及びホルマリン固定標本においてニードルとレーザーキャプチャー・

マイクロダイセクション法を用いて、ヒトの hepatitis C virus (HCV)・hepatitis B virus (HBV)陽性

の肝臓癌、また、マウス及びラットの変異細胞巣及び腫瘍を切り出し、プロテオーム解析を比較しなが

ら蛋白・ペプチド発現解析、肝前がん病変、肝臓腫瘍及び癌幹細胞の新たなバイオマーカー解析、in vivo

及び in vitro 機能解析を行う。また、肝臓におけるメタボリックシンドロームの表現型とされる非ア

ルコール性脂肪性肝疾患（NAFLD: nonalcoholic fatty liver disease）及び非アルコール性脂肪肝炎

（NASH: nonalcoholic steatohepatitis）を背景とした肝発がんの機序の解明を行うとともに、ヒトの

NASH肝細胞癌に特異的な発がんマーカー、がん幹細胞マーカー及び治療標的になりうる分子を同定する

ことを目的としている。ヒト NASH肝生検、がん組織、ヒト正常肝細胞、肝臓癌細胞株または NASHモデ

ルマウス(STAM,TSOD)を用いて、臨床病理組織学的解析、in vitro及び in vivo解析を行う。 

 
 

                         
＜アピールポイント＞ 

1．ヒト新規がんマーカーの発見・がん診断・治療薬の開発 

2．発がんの機序の解明 

3． がん幹細胞の性状解析と治療標的分子の同定 

 

＜関連する知的財産権・引用文献・学会発表など＞ 
1. Kakehashi, A., Stefanov, V. E., Ishii, N., Okuno, T., Fujii, H., Kawai, K., Kawada, N., and Wanibuchi, H. 

Proteome Characteristics of Non-Alcoholic Steatohepatitis Liver Tissue and Associated Hepatocellular 

Carcinomas. Int J Mol Sci; 18(2) , 2017. 

2. Kakehashi, A., Ishii, N., Sugihara, E., Gi, M., Saya, H., and Wanibuchi, H. CD44 variant 9 is a potential 

biomarker of tumor initiating cells predicting survival outcome in hepatitis C virus-positive patients with 

resected hepatocellular carcinoma. Cancer Sci;107(5):609-18, 2016. 
 

＜利用・用途・応用分野＞ 

癌の分類、診断、早期癌発見、予後、治療反応性、個別化治療の実現、 

新規分子医薬品の開発、がん幹細胞 
 

＜関連するＵＲＬ＞ 

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

＜他分野に求めるニーズ＞ 

 分子病理学、化学発がん、発癌機構、癌予防 

キーワード 化学発癌、分子病理学、毒性病理学、がん幹細胞、バイオマーカー、NASH、肝臓癌 

網羅的蛋白発現解析
QSTAR-Elite LC-MS/MS
Nano LC

前がん病変及び腫瘍から
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シーズ名 内分泌系研究の法医分野への応用

氏名・所属・役職

キーワード

石川　隆紀・医学研究科　法医学・教授

法医病理学、薬物乱用、内分泌

都市医学講座



30

シーズ名 臨床分離微生物のゲノム解析による臨床支援

氏名・所属・役職

キーワード

金子　幸弘・医学研究科　細菌学・教授

ゲノム解析、臨床支援

都市医学講座



32

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



33

シーズ名 正常線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、正常線維芽細胞、アッセイ系構築

老年医科学講座



34

シーズ名 認知症予防薬・治療薬・診断薬の開発

氏名・所属・役職

キーワード

富山　貴美・医学研究科　認知症病態学・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



35

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



36

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　血管病態制御学・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



37

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　癌分子病態制御学・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



38

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　癌分子病態制御学・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



47

シーズ名 環境因子に関連した遺伝子異常の肺がん発がんにおける役割

氏名・所属・役職

キーワード

川口　知哉・医学研究科　呼吸器内科学・准教授

肺癌、遺伝子変異、環境因子

臓器器官病態内科学講座



50

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



51

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



52

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



54

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



55

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



56

シーズ名 肝星細胞を標的とした新規肝硬変治療薬の開発

氏名・所属・役職

キーワード

松原　三佐子・医学研究科　肝胆膵病態内科学/合成生物学寄附講座・特任助教

肝硬変治療薬、線維化、サイトグロビン、肝星細胞

臓器器官病態内科学講座



58

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・准教授

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



59

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



92

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



103

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



105

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



112

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



 

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 加茂 理英・医学研究科 皮膚病態学・准教授 

＜概要＞ 

血管肉腫細胞の増殖・転移では、ラミニン-インテグリンの outside inシグナルが重要な役割をして

いると推測される。ラミニンが腫瘍細胞と接着することで、血管肉腫は増殖・転移を起こす。この増殖・

転移の過程でこれらのラミニン-インテグリンの outside in シグナルを解明し、シグナルを遮断するこ

とにより増殖、転移を抑制する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、大腸がんや胃がんの増殖・転移の際に異常を起こすのもこのラミニン−インテグリンである。

我々の研究は血管肉腫や悪性腫瘍の血管新生における血管内皮細胞のラミニン−インテグリンの制御で

ある。上記の研究の応用として、癌転移の制御が考えられる。 
 

＜アピールポイント＞ 

生体分子を利用しているので、安全性が高い。 
 

＜利用・用途・応用分野＞ 

上記の研究の応用として、癌転移の制御が考えられる。 

● 血管肉腫でのラミニン−インテグリンの解析。 

● 血管肉腫でのラミニン動態の解析。 

● 血管肉腫でのラミニン−インテグリン相互作用の解明。 

● 血管肉腫における細胞外マトリックス分子の役割解明。特に遺伝子導入による治療法の開発 

● 血管肉腫における細胞外マトリックス分子の役割解明。腫瘍増殖の抑制について。 

● 抗癌剤による腫瘍抑制機構の解明。 

● マトリックス制御による癌転移の抑制。 
 

＜関連する知的財産権・引用文献・学会発表など＞ 

 1. Kamo R, Ishii M. Histological differentiation, histogenesis and prognosis of cutaneous 

angiosarcoma. Osaka City Med J.57(1);31-44, Jun 2011. 

2. Kamo R, et al. Importance of sentinel lymph node biopsy in Merkel cell carcinoma. J Dermatol. 

37(12); 1068–1070, December 2010. 

 3. Kamo R, et al. A case of ileoileal intussusception caused by metastatic pedunculated tumor 

of cutaneous angiosarcoma. J Dermatol.32(8); 638-40, Aug 2005. 
 

＜関連するＵＲＬ＞ 

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

＜他分野に求めるニーズ＞ 

 なし 

キーワード 血管肉腫、ラミニン、腫瘍増殖制御 

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



 

 
シーズ名 

食品成分による生活習慣病の予防効果および創傷治癒促進効果の 

作用メカニズムの解明とその応用戦略に関する研究 

氏名・所属・役職 小島 明子・生活科学研究科・准教授 

＜概要＞ 

 「食と健康」は切っても切り離せないものです。一方では、生活習

慣病の発症は食生活と密接に関与しています。しかしながら、食品成

分が有する疾病予防や病態改善効果を見出すことは、健康増進や健康

長寿の一端を担うことができます。 

 本シーズでは、細胞レベルおよび動物レベルの疾患モデルを用いて

「食品成分による生活習慣病（ガン、炎症性肝疾患、肥満、神経変性

疾患〔アルツハイマー病、パーキンソン病〕）の予防効果の作用メカニ

ズムの解明とその応用戦略」を研究し、機能性食品への開発に応用し

ています。 

 皮膚の老化によって生じる肌の皺やたるみは、男女を問わず永遠の

問題です。さらに、皮膚の創傷をはやく治すことは、健康長寿で若さ

を保ち、かつ、QOL 改善・向上にもつながることが示唆されます。こ

れらは、皮膚の線維芽細胞のコラーゲンやエラスチン産生能および表

皮角化細胞の遊走能に大きく影響を受けます。そのため、皮膚の線維

芽細胞自身のコラ−ゲンやエラスチン産生能を亢進させること、角化細

胞の遊走能を亢進させることが重要な役割を果たします。 

 本シーズでは、「皮膚のアンチエイジング効果および創傷治癒促進効

果の作用メカニズムの解明とその応用戦略」を研究し、化粧品や医薬

品への開発に応用しています。 

＜アピールポイント＞ 

 エビデンスに基づいた作用メカニズムを明らかにしていることであり、製品化に向けても他の商品と差別

化できるという優位性をもたせることができます。 

＜利用・用途・応用分野＞ 

 健康食品、サプリメント、化粧品、医薬品など。 

＜関連する知的財産権＞ 

1. コラーゲン産生能向上剤（特許第 4670040 号） 

2. コラーゲン産生促進剤（特許第 5207227 号） 

3. アルコール性肝障害予防または改善剤（特許 5403538 号） 

4. コラーゲン産生促進剤（特許第 5577489 号） 

5. コラーゲン産生促進剤、光老化防止剤、保湿機能改善剤および皮膚用剤組成物（特許第 5686365 号）  

6. 抗肥満剤（特許第 5737889 号）   

7. 線維芽細胞増殖促進剤、角化細胞遊走・増殖促進剤、エラスチン産生促進剤、ヒートショックタンパク質 47  

  産生促進剤、α-平滑筋アクチン (α-ＳＭＡ) 産生促進剤、及び光老化防止剤（特許第 5787285 号） 

8. 角化細胞遊走・増殖促進剤を含む、創傷治癒剤、および褥瘡（床ずれ）治療薬（特許第 5787246 号） 

9. サーチュイン遺伝子活性化剤（特許第 5930784 号） 

10. 肝炎予防又は治療剤（特許第 5930814 号）  

 ＜関連するＵＲＬ＞ 

   http://kojima-yuasa-lab.sakura.ne.jp/ 

＜他分野に求めるニーズ＞ 

    成分分析技術や臨床試験 

キーワード 
ガン、炎症性肝疾患、肥満、アルツハイマー病、パーキンソン病、アンチエイジング、皮

膚線維芽細胞コラーゲン・エラスチン産生能、角化細胞遊走能  

このページは記入要領です。 

記入するのは次ページです。 

A4サイズ、1ページ以内でご記入下さい。 

顔写真も掲載致します。シーズ一覧の写真と異なるものを使用希望の場合は JPEG

形式でお送り下さい。 



 

    

 

 

シーズ名 抗加齢（アンチエイジング）効果を持つ栄養成分の探索 

氏名・所属・役職 生活科学研究科 食・健康科学講座 教授 西川 禎一 

＜概要＞ 

◆ 研究の背景：悪性腫瘍や肺炎は加齢と共に増加します（図１）。しかし、高齢社会のわが国では、高

齢者も現役であることが求められており、健康寿命の延長こそが重要です。 

◆ 研究目標と内容：実験動物を用いてアンチエイジング・免疫賦活など健康寿命の延長に有用な食品

成分を探索し、「滋養強壮」と言う漠然とした概念に科学のメスを入れる（図２、３） 

 

  

＜アピールポイント＞ 

私達が開発した図２のような実験系を用いて、有用な機能成分の発見を目指します。 

 

＜利用・用途・応用分野＞ 

食品・栄養・医療・医薬・漢方・健康食品・サプリメント・滋養強壮・免疫賦活・抗老化 

＜関連する知的財産権＞ 

特願 2009-106466「被検物質評価方法」 出願人・発明者：西川禎一、寺尾啓二 出願年月日：平 21 年（2009

年） 4 月 24 日 登録番号 第 5535514 号 

＜関連するＵＲＬ＞ 

http://www.life.osaka-cu.ac.jp/cgi/pro.cgi?4102 

http://nishikawa-lab.net/ 

＜他分野に求めるニーズ＞ 

キーワード 老化・免疫賦活・生体防御・栄養・機能性食品・アンチエイジング 
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図２. 当研究室では上図のような線虫を

用いて栄養などが寿命や免疫力に与える

影響を調べています。 

図３. 線虫にある種の被験物を食べ

させたところ、普通の餌を食べている

対照群に比べ有意に寿命が延びまし

た。私達の食生活も健康と寿命に大き

な影響を与えると考えられます。 

 

図１. 男女共に 30 代から悪

性新生物（癌）による死亡が

増え、70 代以降は肺炎による

死者が急増します。加齢によ

る生体防御機能の低下も一つ

の要因と考えられています 

http://www.life.osaka-cu.ac.jp/cgi/pro.cgi?4102

