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医療周辺機器 Medical peripherals

廃用症候群の患者が自力で座位を保持し寝たきりを予防する前傾端座位補助具の開発
【研究者】 宮田 久美子 教授（博士（看護学））林 裕子 教授（博士（作業療法学））
久保田 直子 講師（修士（看護学））
北海道科学大学 保健医療学部 看護学科
【研究概要】
加齢や長期の臥床に起因する関節拘縮や筋萎縮、姿勢制御機能の低下などの廃用症候群により、自力で座位を保持することが困難
になる状態を予防・改善し、自力座位保持の再獲得、さらに次のステップとしての立位ができる
身体づくりを可能にするための端座位補助具の開発を行っています。自力座位を保持できること
は、大部分の日常生活の自立のために重要な要素です。
自力座位保持を可能とする要素である座位時の重心が支持基底面に収まり、姿勢制御に
かかわる神経系を賦活させる適度な揺れを確保するため、骨盤部をサポートした前傾の座面
で、体幹を固定しない端座位補助具を試作いたしました。製品化に向け、効果の検討を行って
います。
【応用分野】

【今後の展開】

・ 医療・福祉における廃用症候群の予防と改善
･ 福祉サービスにおける座位への活用

・使用効果の検討にご協力していただける医療・福祉事業者を募集して
います。
【本研究に関する知的財産】
意願 第 2020-004541 号

端座位補助具
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医療周辺機器 Medical peripherals

簡単な電源でウイルスを死滅させる設備・装置の開発
【研究者】 山下 政司 教授
北海道科学大学 保健医療学部 臨床工学科
【研究概要】
コロナウイルスに代表されるウイルスは、表面タンパクの一部が+の電荷を持ち、空気イオンの曝露によりウイルスが減少することが示されて
いる。また、水質浄化に用いられるオゾンは強力な酸化作用でコロナウイルスにも有効であることが示されている。そこで、本研究では、簡単で
安価な電源を用いて空気イオンとオゾンを同時に発生させ、様々なモノに曝露する設備あるいは装置を開発する。なお、空気イオン発生装
置とオゾンの取り扱いには専門的な知識と注意が必要で、安全性を考慮しなければならない。ランニングコストはわずかな電気代であり、どの
程度の大きさのモノを扱うかによって設備になるか装置になるかが決まる。ハンディタイプから設置タイプまで開発が可能である。
【応用分野】
コロナウイルス対策 等 （人に対しては使えません）

【今後の展開】
・メーカー、ウイルスを扱える衛生研究所等との共同研究を希望
・ライセンス共同取得先を募集
【本研究に関する知的財産】
なし

【問い合わせ先】 北海道科学大学 研究推進課 西谷 強
〒006-8585 北海道札幌市手稲区前田 7 条 15 丁目 4-1
TEL: 011-688-2241 E-mail: kenkyu@hus.ac.jp
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【問い合わせ先】 北海道科学大学 研究推進課 西谷 強
〒006-8585 北海道札幌市手稲区前田 7 条 15 丁目 4-1
TEL: 011-688-2241 E-mail: kenkyu@hus.ac.jp
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医療周辺機器 Medical peripherals

医療従事者の暗黙的な知識・技術の獲得に関する研究
－放射線検査を対象とした医療者の検査手技や医学的判断の解析－
【研究者】 谷川原 綾子 講師
北海道科学大学 保健医療学部 診療放射線学科
【研究概要】
高度な医療技術や最適な医学的判断は、日々の臨床経験の積み重ねによって獲得され
ますが、これらは言葉にできない勘やコツとして蓄積されています。この勘やコツを明示化し、医
療技術向上・教育支援を行うために、人工知能技術を用いて医療文書、放射線画像、医
療者の行為を解析しています。
・

Deep learningを用いた最適放射線検査の提案

・

Deep learningによる放射線画像の画質確認システムの開発

・

放射線検査技術から画像診断までを網羅した知識モデル(オントロジー)の構築

・

モーションキャプチャーとアイトラッキングによる放射線検査手技解析

【応用分野】
・医療手技解析・評価法の開発
・暗黙的な思考・判断プロセスの体系化
・医療文書解析用コーパスの整備
・専門用語集構築の自動化

医療技術 × 人工知能

【今後の展開】
開発・研究パートナーを募集
【本研究に関する知的財産】
なし

【問い合わせ先】 北海道科学大学 研究推進課 西谷 強
〒006-8585 北海道札幌市手稲区前田 7 条 15 丁目 4-1
TEL: 011-688-2241 E-mail: kenkyu@hus.ac.jp
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介護・福祉機器 Care equipment/Welfare equipment

看護・介護における基礎技術学習のためのシミュレーション教育用シミュレータの開発
－サブタイトル 口腔ケアシミュレータの開発－

介護・福祉機器

【研究者】 三谷 篤史 教授
札幌市立大学 デザイン学部 人間情報デザインコース
【研究概要】
看護・介護学習者が臨地実習を行う前に，患者や患部を模した
モデル(シミュレータ)を用いて必要な看護・医療行為を学習するプ
ロセスをシミュレーション教育と呼ぶ．本研究では，このシミュレーシ
ョン教育に着目し，歯ブラシやスポンジブラシを用いて口腔内を清
掃する「口腔ケア」の学習が可能な口腔ケアシミュレータを開発して
いる．本シミュレータは，歯の内部にブラシの力を検出するセンサが搭載された歯列モデルと，センサからの信号を取得し PC に送るためのイ
ンタフェース，送られたセンサ信号を記録し可視化するためのソフトウェアで構成される．学習者による口腔ケアのデータは，このシステムによ
って可視化されることになる．学習者のデータは，熟練者によるデータとの比較や，当人の過去データとの比較が可能であり，学習者が自
らの弱点やより熟練すべき点などを知ることができる．
【応用分野】
看護・介護に関連する教育機関における技術教育．
病院・介護施設等における新人従事者教育．

【今後の展開】
医療・看護関係の教育用模型・教材メーカー，歯科関連の育用模型・
教材メーカーとの共同研究・ライセンス契約を希望
【本研究に関する知的財産】
特願 2017-070664，“口腔ケア用トレーニング装置”

【問い合わせ先】 札幌市立大学デザイン学部人間情報デザインコース
担当︓三谷篤史 博士（工学）
〒005-0864 北海道札幌市南区芸術の森１丁目
TEL︓011-592-2346 E-mail: kenkyu@scu.ac.jp
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介護・福祉機器 Care equipment/Welfare equipment

看護・介護における基礎技術学習のためのシミュレーション教育用シミュレータの開発
－サブタイトル 食事介護シミュレータの開発－
【研究者】 三谷 篤史

教授

札幌市立大学デザイン学部

人間情報デザインコース

【研究概要】
看護・介護学習者が臨地実習を行う前に，患者や患部を模したモデル(シミュレー
タ)を用いて必要な看護・医療行為を学習するプロセスをシミュレーション教育と呼ぶ．本
研究では，このシミュレーション教育に着目し，摂食機能の低下した高齢者の食事を介
護する技術の学習が可能な食事介護シミュレータを開発している．食事介護では，ス
プーンで食べ物を口に入れるだけでなく，口腔内の神経，特に舌下神経や上顎神経
(三叉神経)を刺激することで嚥下反射による口唇閉鎖や咀嚼を誘発することが重要で
ある．これら食事介護の手順を学習するために，シミュレータにはスプーンによる力を検出可能なセンサが搭載された舌モデルおよび口唇モデ
ルが組み込まれている．センサ信号はインタフェースを介して PC に送られ，専用ソフトウェアにより可視化されるようになっている．
【応用分野】
看護・介護に関連する教育機関における技術教育．
病院・介護施設等における新人従事者教育．

【今後の展開】
医療・看護関係の教育用模型・教材メーカー，歯科関連の育用模型・
教材メーカーとの共同研究・ライセンス契約を希望
【本研究に関する知的財産】
特願 2020－63324“食事介護又は介助用のトレーニング装置”

【問い合わせ先】 札幌市立大学デザイン学部人間情報デザインコース
担当︓三谷篤史 博士（工学）
〒005-0864 北海道札幌市南区芸術の森１丁目
TEL︓011-592-2346 E-mail: kenkyu@scu.ac.jp
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乳成分および乳酸菌に関する研究
－ プレバイオティクス・プロバイオティクス －
【研究者】 福田 健二 准教授 博士（農学）
国立大学法人 帯広畜産大学 グローバルアグロメディシン研究センター 農畜産学研究部門
【研究概要】
乳中の機能性成分（ペプチド・運搬タンパク質・糖質）の分離・分析、乳酸菌のプロバイオティクス評価を
行っています。
・

生乳および発酵乳からHPLCなどを用いたペプチドの単離と質量分析による配列解析

・

牛乳由来レチノイド運搬タンパク質（リポカリン）の保有
乳酸菌の宿主接着に関わる細胞表層タンパク質の抽出と解析
伝統的発酵乳、十勝管内で飼育されているヤギ、ウマの生乳から単離した
乳酸菌ライブラリー（2021年3月現在857株）の保有

・

粘性多糖を生産する乳酸菌を用いて試作したヨーグルト

高粘性を示す細胞外多糖を生産する乳酸菌株の保有

【応用分野】

【今後の展開】

・家畜乳や乳製品から乳酸菌を単離し、酸耐性や胆汁酸耐性など
を指標としたプロバイオティクス候補菌株の選抜

プレバイオティクス、プロバイオティクスに関心のある開発・研究パートナ
ー企業を募集
【本研究に関する知的財産】
乳酸菌ライブラリー

【問い合わせ先】 国立大学法人 帯広畜産大学 産学連携センター 担当︓嘉屋 元博
〒080-8555 北海道帯広市稲田町西 2 線 11 番地
TEL: 0155-49-5829 E-mail: chizai@obihiro.ac.jp
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遺伝子科学で作物のおいしさ、機能性、多収性を究める
－ イネ・アズキ・遺伝子・食物アレルギー －
【研究者】 加藤 清明 教授 博士（農学）
国立大学法人 帯広畜産大学 環境農学研究部門 植物生産科学分野
【研究概要】
北海道における作物の生産性とその安定性を向上させるために、開花期や収量構成要素
の改良に加え、低温ストレスへの耐性の強化を目指しています。また、米の抗食物アレルギー
能と抗炎症能を向上させる研究を進め、主食による健康増進の実現を目指しています。
1.

イネとアズキなどの有用遺伝子の特定

2.

有用遺伝子導入系統などの育種素材の開発

3.

ゲノム塩基配列情報を活用したDNAマーカー選抜育種技術の開発

【応用分野】
育種素材、植物由来の機能性素材

【今後の展開】
抗食物アレルギーに関心のある開発・研究パートナー企業を募集
【本研究に関する知的財産】
イネ、アズキなどの有用遺伝子導入系統（育種素材）

【問い合わせ先】 国立大学法人 帯広畜産大学 産学連携センター 担当︓嘉屋 元博
〒080-8555 北海道帯広市稲田町西 2 線 11 番地
TEL︓0155-49-5829 E-mail︓chizai@obihiro.ac.jp
食品・農林水産・畜産 Food/Agriculture,Forestry/Animal husbandryent
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”江別モデル”を基盤とした食研究と情報通信技術を活用した新たな地域健康モデルづくり
【研究者】

西平 順 北海道情報大学 学長／医療情報学部 教授
本間 直幸 北海道情報大学 医療情報学部 教授／健康情報科学研究センター長

食品・農林水産・畜産

【研究概要】
北海道情報大学 健康情報科学研究センターでは、「食の保健機能研究を基盤にした健康情報科学を確立し、地域創生に貢献する」
ことを目標に科学的根拠に基づいた食品機能評価の仕組み「食の臨床試験システム」（江別モデル）を構築してきました。江別モデルの特
徴は、（a）食品の臨床試験に協力いただく「ボランティア会員登録体制」の確立（約 12,000 名登録、2021 年 3 月現在）、（b）江
別市内 9 か所に血圧や体組成の計測と記録が行える健康管理プラットフ
委託企業、自治体、
地域住民ボランティア
登録数 約12,000人
研究機関等
ォーム「e-ヘルスステーション」の設置（約 1,600 名登録、2021 年 3 月
臨床試験依頼
臨床試験結果報告
健康チェック・増進
協力
食品提供
論文作成補助等
ヘルスリテラシー向上
現在）、（c）道内外の製薬・食品メーカーからの臨床試験の受託研究
北海道情報大学
健康情報科学研究センター
体制（累計 108 件、2021 年 3 月現在）にあります。あわせて、企業へ
【構成スタッフ】医師・看護師・臨床検査技師・管理栄養士・データサイエンティスト・
の製品開発支援や地域住民を対象にした「ヘルスリテラシー」向上のため
学術担当・被験者対応スタッフ・Wet lab対応スタッフ
SMO機能
CRO機能
のセミナーやイベントを行っています。さらに、江別モデルにて蓄積された健
○GCPを参考にした、 ○医療機関としての登
○臨床試験計画
○報告書作成
円滑な臨床試験実施 録（北海道情報大学
○臨床試験実施
○論文作成・投稿
康情報をもとにバイオインフォマティクスを駆使した解析を行うとともに、栄養
の準備
保健センター）
○ﾃﾞｰﾀﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ
○学会発表
○統計解析
○臨床試験スケジュール
学に遺伝情報を取り入れた新しい研究分野「ニュートリゲノミクス」の推進
CRC機能 ○被験者管理
CRA機能 ○モニタリング業務
○被験者対応
や、健康情報・遺伝情報・腸内細菌叢の関係性を解明する研究を展開
研究機関としてのウェットラボ機能 遺伝子解析,ELISA分析,認知機能等
しています。また、「食と健康と情報」を融合した取組みとして、「食と健康の
業務提携・委託検査
申請
承認
レコメンドシステム(LiR)の開発」を実施、地域住民の健康増進、企業など
臨床検査センター等
北海道情報大学
連携医療機関
での健康経営への活用などの社会実装試験への展開を検討中です。
(血液・尿・特殊ﾊﾞｲｵﾏｰｶｰ・ﾏｲｸﾛﾊﾞｲｵｰﾑ等)
(CT等)
生命倫理委員会
【応用分野】
農林水産物や食品などの機能性評価
・ ヘルシーDO や機能性表示食品開発のための臨床試験
・ 食と健康に関わる健康調査
・ ヘルスケアに関わるウエラブル機器等への応用
・ 健康管理プラットフォームを活用した地域コミュニティや企業における
健康経営への応用

【今後の展開】
・ 農林水産物・食品の機能性評価のための臨床試験や食と健康に
関わる研究調査などの受託・共同研究
・ IoTデバイスを活用した食と健康と情報に関わる受託・共同研究
【本研究に関する知的財産】
なし

【問い合わせ先】 北海道情報大学 健康情報科学研究センター
〒069-8585 北海道江別市西野幌 59 番 2
TEL︓011-385-4430 E-mail: clinical-food@do-johodai.ac.jp
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産業利用促進のために開発された高機能性乳酸菌ライブラリー
【研究者】 遠藤 明仁 教授 （博士（醸造学））
東京農業大学 生物産業学部 食香粧化学科 食の化学研究室
【研究概要】
乳酸菌はヨーグルトやチーズなどの発酵乳の製造だけでなく、多様な食品及び飼料の製造 (発酵) に深く関与している。また近年では、
乳酸菌の保健効果に注目が集まり、飲料、菓子類や乳製品を中心とした機能性食品の製造に利用されている。しかし、乳酸菌とは非常に
多様な細菌群であり、その特徴は菌株レベルで異なるため、どの乳酸菌を実際の食品製造に利用するべきなのかについては、乳酸菌の特徴
を深く解析したうえで選抜する必要がある。また、乳酸菌の発酵能力は発酵させる食品素材に大きな影響を受けるため、注意深い試験が
必要である。そこで我々は北海道産の食材を中心とした試料から多数の乳酸菌を分離し、分離株の同定、食品発酵能力を見極めるため
に必要となる基礎データ、機能性に関する基礎データ、更に未知の機能性を解析するためのゲノム情報の決定を行った。本ライブラリーには
食品製造を中心とした様々な用途に利用するための乳酸菌を含んでいると考えられ、今後の乳酸菌利用のための有益な供給源となりえ
る。
【今後の展開】
・更なる機能性解析を進め、乳酸菌株の高付加価値化を行う。開
発パートナーを募集

【応用分野】
・発酵食品製造
・機能性食品開発

【本研究に関する知的財産】
【問い合わせ先】 東京農業大学 生物産業学部 総務課
〒099-2493 北海道網走市八坂 196
TEL︓0152-48-3895
食品・農林水産・畜産 Food/Agriculture,Forestry/Animal husbandryent
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メタボローム解析を応用した天然物成分の探索 －Wpm 解析ソフトによる成分の網羅解析－
【研究者】 若命 浩二 准教授、小松 健一 教授
北海道科学大学 薬学部 薬学科
【研究概要】
天然素材の薬理研究をするにあたり、活性成分を類推、特定する
ことは容易ではない。一方で、多数の成分を含有する健康食品など
では品質保証、効能評価においてできるだけ含有する成分を明らか
にすることが求められている。そこで、我々はメタボローム解析の手法
を応用して天然物の網羅解析を実施し、そのデータを一般の方にも
分かりやすくするための解析ソフト（Wide Processed Metabolic︓Wpm）を開発した。2021 年 6 月現在、約 1,300 成分
ベリー、菌類培養物）などを中心に解析を進めている。※図は 3 種
の天然成分を網羅解析した結果のアウトプット例
【応用分野】
・天然物の含有成分の類推と同定
・天然物、食品類の品質管理、活性成分探索
・ペプチド類の低分子領域の探索
・脂質成分の網羅解析
・食材の品種、栽培による成分変化の追跡 など

【今後の展開】
今後は天然物、栄養成分に特化した標品をさらに充実させる予定。
左記応用分野において、必要とされる素材成分の網羅解析の共同研究
【本研究に関する知的財産】
本解析ソフトはノーステック財団スタートアップ研究補助金 2019 により、パ
ブリックリレーションズ社（札幌）と共同で開発された

【問い合わせ先】 北海道科学大学 研究推進課 西谷 強
〒006-8585 北海道札幌市手稲区前田 7 条 15 丁目 4-1
TEL: 011-688-2241 E-mail: kenkyu@hus.ac.jp
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の網羅解析が可能となっており、北海道産の天然物（トマト、シー

