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令和元年度事業概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

新たな産業を創出する先進的な科学技術の重要性がますます高まるなか、医工計測技術分野に

おける基盤技術の開発促進は大変重要なテーマのひとつです。公益財団法人 中谷医工計測技術

振興財団は、昭和５９年の設立以来、医工計測技術における先導的技術開発、技術の交流、将来の

医工計測技術研究者育成に向けた教育助成等、各種事業を実施してまいりました。 

収支相償の問題に関しては、令和元年度におおよそ収支が均衡できている状態になっていると考

えます。 

 

 

Ⅰ．技術開発研究助成事業  

 医工計測技術は基盤技術であり、その先導的技術開発を促進することは極めて重要です。医工計

測技術に対する技術開発研究助成事業は、当財団の中核事業であり、本年度もこの事業に力点を

置いて実施いたしました。技術開発研究助成の種類としては「長期大型研究助成」、「特別研究助

成」、「開発研究助成」、「奨励研究助成」の４種類があります。それぞれに、ユニークな特徴を持って

おり、研究者の各種要望に応えられるようになっています。 

 

１．募  集 

医工計測技術の研究範囲は極めて広汎な分野にわたりますが、主には理・工学と医学・生物

学の境界領域にあり、学際的研究分野としての社会的ニーズも高まっております。 

「生体に関する医工計測技術」を対象研究課題として、大学およびこれに準ずる研究機関に

対して助成対象研究テーマの募集を行いました。前年度と同様、文書送付により募集案内を行

ったほか、当財団のホームページに募集案内を掲載すると同時に各種メディアに掲載されるよう

活発に活動を行い、広範な研究者に募集内容が周知されるよう努めました。 

 

【募集期間、方法】  

募集期間   令和元年 ６月 １日～ ７月３１日 

   令和元年 ６月 １日～ ９月２６日（長期大型研究助成） 

募集案内送付   約 ４００件 

告知      財団ホームページに募集要項等を掲載 

 

【応募数】 （ ）内は昨年度 

長期大型研究助成   １２件 （ １８件） 

特別研究助成   ２３件 （ ３１件） 

開発研究助成  １２０件 （１１７件） 

奨励研究助成   ５４件 （ ４３件） 

 

２．審  査 

財団内に設置した技術開発研究助成審査委員会（梶谷委員長他 １２名で構成）ならびに長

期大型研究助成審査委員会（土肥審査委員長他 ５名で構成）により、各大学等から応募のあっ

た計２０９件の研究テーマに対して、公正にして厳正なる審査を実施し、医工計測技術の先導的

技術開発に寄与するものと考えられる４４件（長期大型研究助成 １件、特別研究助成 ２件、開

発研究助成 ２２件、奨励研究助成 1９件）を選出しました。 
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長期大型研究助成 

一次審査   １０月 ５日～１０月３１日 書面審査を実施 

二次審査   １１月２０日 面接審査を実施 

最終審査   １１月２０日 審査委員会にて最終審査を実施 

 

技術開発研究助成（特別研究助成、開発研究助成、奨励研究助成） 

一次審査    ８月１９日～ ９月２４日 書面審査を実施 

二次審査   １０月１０日～１１月 ５日 書面審査を実施（特別研究助成） 

      １０月１０日～１１月１９日 書面審査を実施（開発、奨励研究助成） 

三次審査   １１月２９日 面接審査（特別研究助成のみ）を実施 

最終審査   １２月 ７日 審査委員会にて最終審査を実施 

 

３．承 認 

最終承認  １２月１３日の理事会にて承認された 

 

４．贈呈式 

令和２年 ２月２８日（金）マンダリンオリエンタル東京において、令和元年度技術開発研究助

成授与者の代表者に助成金の贈呈を行いました。 

 ※COVID-19の影響で参加者を限定して贈呈式を実施 

 

令和元年度  技術開発研究助成実績  

 

 助成件数 助成金額計 

長期大型研究助成 １ ３０，０００万円 

特別研究助成 ２ ６，０００万円 

開発研究助成 ２２ ８，７３９万円 

奨励研究助成 １９ ３，８００万円 

合計 ４４ ４８，５３９万円 

 ※ 令和元年度技術開発研究助成金贈呈者は付属明細書参照 

 

 

5



 
 

Ⅱ．表彰事業（中谷賞） 

 
１．募 集 

生体に関する医工計測技術分野における技術開発の飛躍的な発展を期し、顕著な業績をあ

げた研究者の功績を讃えることを目的とした中谷賞は、ホームページ上で広く公募を実施しま

した。 

 

【募集期間、方法】 

募集期間   令和元年 ６月 １日～ ９月２６日  

募集案内送付   約４００件  

告知      財団ホームページに募集要項等を掲載 

 

【応募数】 （ ）内は昨年度 

大賞、奨励賞 ２４件 （ １５件） 

 

２．審 査 

財団内に設置した技術開発研究助成審査委員会（梶谷委員長他 1２名で構成）の委員により、

応募のあった計２４件を公正にして厳正なる審査を実施し、生体に関する医工計測技術分野に

おける技術開発に顕著な業績をあげた研究者として、下記の１名を大賞に、３名を奨励賞に選考

しました。 

 

一次審査  １０月１０日～１１月１９日 書面審査を実施 

最終審査  １２月 ７日 審査委員会にて最終審査を実施 

 

３．承 認 

最終承認  １２月１３日の理事会にて承認されました 

 

４．贈呈式 

令和２年 ２月２８日（金）マンダリンオリエンタル東京において、令和元年度中谷賞（大賞、奨

励賞）の表彰と賞金の贈呈を行いました。 

 ※COVID-19の影響で参加者を限定して贈呈式を実施 

 

中谷賞（大賞、奨励賞） 受賞者 

 大賞                                               （単位：万円） 

氏  名 所 属 機 関・職位 研 究 題 目 表彰金額 

野地 博行 

東京大学 

大学院工学系研究科 

応用化学専攻 

教授 

デジタルバイオ分析法 500 
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 奨励賞                                             （単位：万円） 

氏  名 所 属 機 関・職位 研 究 題 目 表彰金額 

 

高橋 康史 

金沢大学 

新学術創成研究機構 

ナノ生命科学研究所 

准教授 

シングルセル電気化学イ

メージング技術の創成 
250 

 

伊野 浩介 

東北大学 

大学院工学研究科 

准教授 

培養組織の計測に向けた

電気化学イメージングデ

バイスの開発 

250 

 

城口 克之 

理化学研究所 

生命機能科学研究センター 

チームリーダー 

生体１分子計測技術の開

発：蛋白質の動態観察か

ら核酸定量計測への発展 

250 

計  ４ 件 １，２５０万円 

 

 

Ⅲ．技術交流助成事業  

 

 近年におけるナノテクノロジーやバイオテクノロジーなどの発展に伴って、技術開発研究を行う場

合に関係する学術領域は益々複雑多様化しつつあり、内外における研究者の技術交流を推進する

重要性が増してきております。令和元年度は、技術交流に関して「海外派遣」「日本招聘」「海外研

修」「海外留学」「日本留学」への助成を行いました。 

 

１．募 集 

医工計測技術分野および関連技術分野の発展に資する、研究者の技術交流に関して財団の

ホームページ上で広く募集を実施しました。 

 

【募集期間、方法】 

募集期間   四半期毎に募集を実施（海外派遣、日本招聘、海外研修） 

   半期毎に募集を実施  （海外留学、日本留学） 

告知      財団ホームページに募集要項等を掲載 

 

２．審 査 

財団内に設置した技術交流助成審査委員会（有識者 4 名で構成）の委員により、応募のあっ

た申請書等を公正にして厳正なる審査を実施し、表に示す多数の研究者を選考しました。 

 

海外派遣   

審査   四半期毎に書面審査を実施 

 

日本招聘   

審査   四半期毎に書面審査を実施 
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海外研修   

審査   四半期毎に書面審査を実施 

 

海外留学   

審査   半期毎に書面審査を実施 

面接審査  令和元年 ５月１７日、１１月 ９日に実施 

最終審査  令和元年 ５月１７日、１１月 ９日の審査委員会にて最終審査を実施 

 

日本留学   

審査 半期毎に書面審査を実施 

 

３．承 認 

海外派遣、日本招聘、海外研修 

  四半期毎の審査委員会での審査・選考後、選考者を理事長が最終承認した 

 

海外留学ならびに日本留学は第一回、第二回の定時理事会にて最終承認された 

第一回定時理事会 （令和元年 ５月２４日） 

  海外留学  ２件が最終承認されました 

  日本留学  １件が最終承認されました 

第二回定時理事会 （令和元年１２月１３日） 

  海外留学  ２件が最終承認されました 

  日本留学  ２件が最終承認されました 

 

  令和元年度  技術交流助成実績  

 

 助成件数 助成金額 

海外派遣 ３３ ８２５万円 

日本招聘 １６ ７３２万円 

海外研修 ３ ５００万円 

海外留学 ４ ２，４００万円 

日本留学 ３ １，４４０万円 

計：  ５９件  ５，８９７万円 

※令和元年度 技術交流助成贈呈者は付属明細書参照 

 

 

Ⅳ．調査研究助成事業  

 

生体に関する医工計測技術分野には様々な課題が存在しており、その調査研究を実施して得た成
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果を広く社会で活用するための助成事業は重要な意義を有しております。この、調査研究助成の目

的、趣旨に沿う調査研究のテーマに助成を行いました。 

 

１．募 集 

   調査研究助成の目的、趣旨に沿う調査研究のテーマを広く募集 

 

【募集期間、方法】  

募集期間   令和元年 ６月 １日～ ７月３１日  

募集案内送付   約 ４００件 

告知      財団ホームページに募集要項等を掲載 

 

【応募数】 （ ）内は昨年度 

調査研究助成    ６件 （ １６件） 

 

２．審 査 

財団内に設置した調査研究助成審査委員会（梶谷委員長他１２名で構成）の委員により、応募

のあった６件の調査研究テーマに対し公正にして厳正な審査を行い、３件を選出しました。 

 

【審査方法】  

 

調査研究助成 

一次審査    ８月１９日～１１月１９日 書面審査を実施 

最終審査   １２月 ７日 審査委員会にて最終審査を実施 

 

３．承 認 

最終承認  １２月１３日の理事会にて承認されました 

 

４．贈呈式 

令和元年 ２月２８日（金）マンダリンオリエンタル東京において、贈呈者の代表者に令和元年

度助成の贈呈を行いました。（COVID-19の影響にて授与者には郵送） 

 ※COVID-19の影響で参加者を限定して贈呈式を実施 

 

※ 令和元年度 調査研究助成金贈呈者は付属明細書参照 

 

 

Ⅴ．医工計測技術に関する情報の収集及び提供事業  

 

生体に関する医工計測技術関連の情報について広汎な利用をはかるため、当財団の研究助成事

業および技術交流事業による成果等、財団の事業活動を取りまとめて「年報３３号」を作成し、広く関

係機関に提供しました。また当財団の発行する年報を医工計測技術アーカイブとしてホームページ

上で公開しています。アーカイブでは各種検索機能が利用可能であり、多くの研究者に医工計測技

術分野の有益な情報をフィードバックすることを目指しています。 
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 【発行物】 

 年報３３号     ： 令和２年 ３月２０日発行 

 送付先   ： 関係各位 １７２部、各大学 １０６部、関係企業 ６５部 計３４３部 

（年報についてはすべて無償提供） 

 

 

Ⅵ．科学教育振興に対する助成事業  
 

将来を担う子どもたちの論理的思考力や創造性を涵養することが、科学技術の発達はもとより我が

国の発展に資するものと考え、中学・高校における科学教育振興を目的とした取組みならびに理科

好きの小学生を増やすための取り組みを支援する科学教育振興助成を実施しています。 

また、同様に大学の学部学生にできるだけ早い時期からグローバルな研究活動を経験してもらうこ

とが、将来グローバルに活躍できる研究者の育成に資するものと考え、国際学生交流プログラムを実

施しています。 

 

＜注意事項＞ 
 Ⅵ－１科学教育振興助成とⅦ－２国際学生交流に関しては、審査選考後、実際の助成は次年

度に行われます。よって、活動実績としては、前年度に選考された対象者、対象施設に対する助成

実績と、次年度の為の募集～審査活動となります。 

 

Ⅵ－１ 科学教育振興助成  

 

  助成実績  （令和元年度の助成） 

 

   

 

 

 

 

 

 

計：  １０２件  ５，６０９万円 

 

  ※ 令和元年度科学教育振興助成  助成校一覧は付属明細書参照  

 

 １．成果発表会 

令和元年度助成施設の成果発表会を西日本、東日本の２回に分けて開催した。 

 

 

西日本大会 

会場    ： 令和元年１２月２２日 岡山、岡山コンベンションセンター 

種 類 件数/ 助成金額 

個別助成 ６３件/ １，８７５万円 

プログラム助成(初年度) 

          (2年目) 

１６件/ １，５２５万円 

１２件/ １，１２４万円 

小学校の先生を支援するプ

ログラム助成 （初年度） 

（２年目） 

 

９件/   ８８５万円 

２件/    ２００万円 
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特別講演 ： 東京大学総合研究博物館 教授 遠藤秀紀氏 

参加校数 ：  ４９校 

参加人員 ： １８７名 

 

東日本大会 

会場    ： 令和元年１２月２６日 東京大学伊藤謝恩ホール 

特別講演 ： 東京工業大学栄誉教授 大隅良典氏 

参加校数 ：  ５２校 

参加人員 ： ２６８名 

 

 

助成予定（令和２年度  助成） 

 

１．募 集 

下記の３つの助成プログラムに対する募集を広く小、中、高校ならびに関連する教育機関から

の応募を求めました。都道府県の教育委員会に助成募集パンフレットを送付すると同時に当財

団ホームページに募集案内を掲載する等、関係者に募集内容が周知されるように努めました。ま

た、関連学会等の場でもパンフレットを配布、説明する等の周知活動を実施しました。 

 

    種類（助成プログラム） 

 個別助成 

 プログラム助成 

 意欲的な小学校の先生方を支援するプログラム助成 

 

【募集期間、方法】 

募集期間   令和元年１０月１５日～１２月１０日 

告知      都道府県教育委員会、政令指定都市の教育委員会、関連学会 

              にパンフレットを送付 

   財団ホームページに募集要項等を掲載 

 

【応募数】 （ ）内は昨年度 

個別助成          １０２件 （ ９８件） 

プログラム助成（１年目）     ２０件 （ ２５件） 

意欲的な小学校の先生を支援するプログラム助成（１年目）  ８件 （ １３件） 

プログラム助成（２年目）          １５件 （ １２件） 

小学校の先生を支援するプログラム助成（２年目）        ９件 （  ６件） 

      合計     １５４件 （１５０件） 

 

 

 

２．審 査 
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財団内に設置した科学教育振興助成審査委員会（有識者 4 名で構成）の委員により、応募

のあった１５４件の申請題目に対して、公正にして厳正な審査を行い、下表の通り１０９件を選

出しました。 

 

【審査方法】  

一次審査  令和元年１２月２５日～令和 ２年 １月２９日 書面審査を実施 

最終審査  令和 ２年 ２月１０日 審査委員会にて最終審査を実施 

 

３．承 認 

最終承認  令和２年 ２月２８日の理事会にて承認されました 

 

 令和２年度科学教育振興助成（助成予定施設数） 

 

   

 

 

 

 

 

 

小計： １０９件  ６，３３３万円 

４．贈呈 

   助成対象施設に対して贈呈証を送付しました 

 

 

Ⅵ－２ 国際学生交流プログラム 

国際学生交流プログラム助成は、日本および海外の大学学部生を対象とし、夏休み等を

利用した短期留学であるが、大学研究室に属して最先端の研究活動に触れると同時に、研

修や交流活動を通して他国の言語や文化を学ぶ機会を提供し、将来グローバルに活躍でき

る研究者育成を図ることを目的としています。 

 

 

国際学生交流 中谷 RIESプログラム 

中谷RIESプログラムは日独の理系学部生（日本学生 1～2年生中心、独学生は大学院修

士学生中心）が実際に研究を体験することで、研究者の道を踏み出す機会を提供します。 

日本学生は、夏季休暇にハイデルベルグ大学にて生活・文化体験も織り交ぜながらリサ

ーチインターンシップを体験します。 

独学生は夏季休暇に、日本各地の大学でリサーチインターンシップを行い日本の大学の

種 類 件数/助成金額 

個別助成 ６２件/  １，８５１万円 

プログラム助成(初年度) 

          (2年目) 

１６件/  １，５１０万円 

１５件/  １，４５２万円 

小学校の先生を支援するプ

ログラム助成 （初年度） 

（２年目） 

 

７件/   ６３０万円 

９件/    ８９０万円 
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研究活動を体験します。 

日独の学生の交流も図り、将来グローバルな研究活動を行う際に役立つネットワーク作り

も行います。      

 

 

    助成実績  （平成３０年度の助成） 

 

採択学生 人数 

日本学生 １２ 

独学生 １２ 

 

国際学生交流 アドバンストプログラム 

国際学生交流アドバンストプログラムは、本年度の中谷 RIES プログラムで短期のリサーチ

インターンシップを経験した日本の大学学部生の中から特に優秀であった学生（若干名）を、

春休みを活用した海外の著名大学に短期リサーチインターンシップで派遣するプログラムで

す。 

将来グローバルな活躍が期待される人材を、できるだけ早く一流の研究機関の研究活動

に触れさせる事で、医工計測技術とその関連技術分野の新たな展開を切り拓いてもらえる人

材育成することを目的としています。 

 

１．募 集 

    

【募集期間、方法】 

募集期間 令和元年 ９月１７日～ ９月２３日 

応募資格 令和元年度中谷 RIESプログラム参加者 

 

【応募数】 

日本学生応募者数     ９名 

 

２．審 査 

財団内に設置した国際学生交流審査委員会（有識者 ４名で構成）の委員により、応募の

あった９名の申請書および関連書類、ならびに中谷 RIES プログラムでの引受先研究室の責

任教授、メンター等の評価、ならびにアドバンストプログラムの派遣先研究テーマとのマッチ

ングを参考にして、公正にして厳正な審査を行いました。 

 

【審査方法】  

最終審査  ９月２８日開催の審査委員会で審査 

 

３．承 認 

最終承認    １０月３日の臨時理事会（決議の省略）にて承認されました 
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    助成実績  （令和元年度の助成） 

 

採択学生 人数 

日本学生 ４ 

 

助成予定（令和２年度助成） 

 
１．募 集 

 国際学生交流プログラムに参加を希望する、日本人または日本での永住権を持っている、

日本の大学に在籍する学部学生を広く募集した。海外については、令和２年度は USA のジ

ョージア工科大学との間で交換留学を実施する予定です。 

 

【募集期間、方法】 

日本       令和元年１２月２０日～令和 ２年 ３月 ３日 

募集パンフレット送付  約３０件 

財団ホームページに募集要項等を掲載 

主要大学の留学支援部門を訪問、説明会を実施 

 

USA       ジョージア工科大学 

募集、審査はジョージア工科大学 BME部門に委託 

 

 

【応募者数】 （ ）内は昨年度 

 

    日本学生応募者数   ５５名 （９８名） 

    USA学生応募者数   ２４名 （３０名） 

 

２．審 査 

財団内に設置した国際学生交流審査委員会（有識者 ４名で構成）の委員により、応募のあ

った日本学生５５名の申請書および関連書類審査ならびに面接審査を実施により、公正にして

厳正な審査を行い、日本側 12名の学生を選考する予定です。 

 

【審査方法】  

日本 

書面審査    令和  ２年  ３月  ２０日～ ３月２７日  

面接審査    令和  ２年  ４月６，７日  

最終審査    令和  ２年  ４月   ７日  

 

Ⅶ．大学院生奨学金給付事業 

医工計測技術および関連技術分野において博士号取得を目指す博士前期課程または博士後期

課程の大学院生に奨学金を給付し、将来医工計測技術および関連技術分野で活躍する研究者の
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育成に資することを目的としています。 

 

１．募 集 

奨学金給付を必要とする医工計測技術および関連技術分野の博士号取得を目指す博士前

期課程または博士後期課程の大学院生を広く募集いたしました。 

 

【募集期間、方法】  

募集期間   令和元年 ４月 １日～ ６月１０日  

募集案内送付    ８７件 

告知      財団ホームページに募集要項等を掲載 

 

【応募数】 （ ）内は昨年度 

博士前・後期課程  ６９名 （４１名） 

 

２．審 査 

財団内に設置した大学院生奨学金給付審査委員会（蝦名委員長他 ３名で構成）の委員によ

り、応募のあった６９名の応募書類に対し審査を行った後、面接審査を実施して厳正に選考を実

施しました。 

 

【審査方法】  

 

大学院生奨学金給付 

一次審査    ６月２６日～ ７月３１日 書面審査を実施 

面接審査    ９月 ９日 面接審査を実施 

最終審査    ９月 ９日 審査委員会にて審査を実施 

 

３．承 認 

最終承認   ９月３０日の臨時理事会（決議の省略）にて承認されました 

 

４．贈呈式 

令和元年１１月 １日 弊財団東京事務所にて令和元年度大学院生奨学金給付採択者に贈

呈を行いました。 

 

５．助成実績 

博士前期課程  ２名 

博士後期課程  ８名 
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令和元年度事業報告書付属明細書（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ⅰ．技術開発研究助成 

 

【 長期大型研究 】5年間 

氏  名 所 属 機 関・職 研 究 題 目 
助成額 

（千円） 

さくま いちろう 

佐久間一郎 

東京大学 臨床生命医工学連携研

究機構 機構長 

大学院工学系研究科 教授 

先進的生体計測基盤技術の臨床展開 300,000 

 

【 特別研究助成 】2年間 

氏  名 所 属 機 関・職 研 究 題 目 
助成額 

（千円） 

まつざき まさのり 

松崎 政紀 

東京大学 

大学院医学系研究科 

細胞分子生理学分野 

教授 

脳組織内神経細胞活動の超広視野高

速２光子イメージング・光操作顕微鏡技

術の開発 

30,000 

みずかみ しん 

水上 進 

東北大学 

多元物質科学研究所 

有機・生命科学部門 

教授 

生体分子機能の定量的光制御を可能と

する生体解析基盤技術の開発 
30,000 
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【 開発研究助成 】1年間 

氏  名 所 属 機 関・職 研 究 題 目 
助成額 

（千円） 

よしの ゆうき 

吉野 優樹 

東北大学 

加齢医学研究所腫瘍生物学分野 助

教 

患者層別化のためのがん組織における

DNA損傷修復活性測定法の開発 
4,000 

せきぐち ひろし 

関口 博史 

高輝度光科学研究センター 

回折・散乱推進室 

主幹研究員 

生きた細胞におけるチャネルタンパク質・

X線１分子動態アッセイシス 

テムの開発 

4,000 

たかはし ひでひさ 

高橋 秀尚 

横浜市立大学 

大学院医学研究科 

分子生物学分野 教授 

遺伝子発現を制御する液相構成因子の網

羅的同定法の確立 

4,000 

 

おおいし もとい 

大石 基 

筑波大学 

数理物質系物質工学域 

講師 

DNAナノシステムによる血中miRNAの

「その場」検出法の開発 
4,000 

いけのうち じゅんいち 

池ノ内 順一 

九州大学 

理学研究院生物科学部門 

教授 

細胞膜脂質の局在と動態を可視化するプ

ローブの開発と病態解明への活用 
4,000 

にしかわ けいぞう 

西川 恵三 

大阪大学 

免疫学フロンティア研究センター免疫

細胞生物学 

特任准教授 

多光子寿命イメージング法を用いた生体

酸素応答の定量計測法の開発 
4,000 

いそざき あきひろ 

磯崎 瑛宏 

東京大学 

大学院理学系研究科化学専攻 

特任助教 

巨大液滴分取デバイスの超高速化 4,000 

にしむら けん 

西村 健 

筑波大学 

医学医療系遺伝子制御学 

准教授 

オルガノイドの非侵襲的かつ定量的評価

を用いた創薬研究 
4,000 

おざわ ともひろ 

小澤 智宏 

名古屋工業大学 

大学院工学研究科生命・応用化学専

攻 教授 

高選択的生体NOセンシング電極の開発 4,000 

おおつか まさと 

大塚 正人 

東海大学 

医学部基礎医学系 

教授 

in vivoゲノム編集効率の簡便な計測・定

量を可能とするモデル動物の作製と評価 
4,000 

まつもと たけし 

松本 健志 

徳島大学 

社会産業理工学研究部理工学域 

教授 

拍動する血管壁の微細構造ダイナミクスを

捉える X線位相差CTシステムの開発 
3,850 

ふじもと ゆたか 

藤本 裕 

東北大学 

大学院工学研究科応用化学専攻 助

教 

フォトンカウンティングCTの実現と普及に

向けた新規スペクトルイメージャーの開発 
4,000 

やましろ つねお 

山城 恒雄 

琉球大学 

医学部附属病院放射線科 

講師 

4次元呼吸ダイナミックCTを用いた新た

な呼吸機能測定法の確立 
3,540 

しんば けんた 

榛葉 健太 

東京大学 

工学系研究科精密工学専攻 

助教 

跳躍伝導の高精度電気計測技術の開発と

脱髄疾患モデルへの応用 
4,000 

やの たかあき 

矢野 隆章 

徳島大学 

ポスト LEDフォトニクス研究所 

特任准教授 

一分子協奏ダイナミクス光計測による単

一生体高分子の機能解析 
4,000 
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氏  名 所 属 機 関・職 研 究 題 目 
助成額 

（千円） 

たかい まどか 

高井 まどか 

東京大学 

工学系研究科バイオエンジニアリング

専攻 教授 

高分子マイクロファイバー膜を駆使した高

感度かつ迅速な細胞分離・回収デバイス

の開発 

4,000 

くまもと やすあき 

熊本 康昭 

京都府立医科大学 

大学院医学研究科細胞分子機能病理

学 助教 

細胞・生体組織の分子網羅的イメージング

を可能にする蛍光顕微鏡技術の開発 
4,000 

にいおか ひろひこ 

新岡 宏彦 

大阪大学 

データビリティフロンティア機構知能情

報基盤部門 

特任准教授 

近赤外第二領域の光と希土類蛍光プロー

ブを用いた生体深部超解像イメージング 
4,000 

あらい さとし 

新井 敏 

金沢大学 

新学術創成研究機構ナノ生命科学研

究所 准教授 

生体分子濃度の絶対定量を可能にする蛍

光センサー設計原理の一般化 
4,000 

みやでら ひろこ 

宮寺 浩子 

筑波大学 

医学医療系遺伝医学 

助教 

新規HLA結合測定系の開発と T細胞エ

ピトープ判別条件の確立 
4,000 

いわた ふとし 

岩田 太 

静岡大学 

大学院光医工学研究科光医工学共同

専攻 教授 

細胞小器官をラベルフリーで可視化する

ナノスケール帯電分布イメージング法の開

発 

4,000 

なかつ ふびと 

中津 史 

新潟大学 

医学部医学科生化学第二 

准教授 

脂質交換輸送の定量計測技術の開発 4,000 

 

【 奨励研究助成 】1年間または２年間 

氏  名 所 属 機 関・職 研 究 題 目 
助成額 
（千円） 

はせ えいじ 

長谷 栄治 

徳島大学 

ポスト LEDフォトニクス研究所 

特任研究員 

細胞の硬さ計測からがん診断を可能とす

る光コム・ブリルアン散乱顕微鏡の開発 
2,000 

すぎた ゆうこ 

杉田 祐子 

大阪大学 

蛋白質研究所分子発生学 

助教 

脳機能の新たな評価法を目指した視運動

性応答計測の開発 
2,000 

いのせ ともこ 

猪瀬 朋子 

北海道大学 

電子科学研究所ナノ材料光計測研究

分野 助教 

In-situ検出可能な貴金属ナノワイヤー蛍

光ELISA開発 
2,000 

おかだ ごう 

岡田 豪 

金沢工業大学 

バイオ・化学部応用化学科 

講師 

放射線治療における線量計測を目的とし

た生体等価蛍光体の開発 
2,000 

にしぐち だいき 

西口 大貴 

東京大学 

理学系研究科物理学専攻 

助教 

アクティブマター理論に基づく細胞集団運

動の応答計測プラットフォームの構築 
2,000 
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氏  名 所 属 機 関・職 研 究 題 目 
助成額 
（千円） 

ながい もえと 

永井 萌土 

豊橋技術科学大学 

大学院工学研究科機械工学系 講師 

多細胞間相互作用解析のための超並列

単一細胞・ゲルプリンタの開発 
2,000 

あげた なつみ 

上田(石原) 奈津実 

名古屋大学 

理学研究科生命理学専攻 

講師 

認知症の早期診断を実現する細胞・個体

レベルでの計測技術の開発 
2,000 

うえはら りょうた 

上原 亮太 

北海道大学 

大学院先端生命科学研究院上原研究

室 准教授 

細胞分裂障害によるガン化機序解明のた

めのマルチスケール光学顕微鏡の開発 
2,000 

なしもと ゆうじ 

梨本 裕司 

東北大学 

学際科学フロンティア研究所 

助教 

走査型プローブ顕微鏡による vasculature-

on-a-chip評価法の開発 
2,000 

さかもと まさゆき 

坂本 雅行 

東京大学 

大学院医学系研究科脳神経医学専攻

神経生化学分野 助教 

セルタイプ特異的な局所フィールド電位記

録法の開発 
2,000 

もりもと ゆうすけ 

森本 雄祐 

九州工業大学 

大学院情報工学研究院物理情報工学

研究系 助教 

細胞内ナノ pHメーター技術の開発 2,000 

かしだ ひろむ 

樫田 啓 

名古屋大学 

大学院工学研究科生命分子工学専攻 

准教授 

人工核酸を利用した細胞内タンパク質検

出 
2,000 

ひらやま たすく 

平山 祐 

岐阜薬科大学 

薬学部薬化学研究室 

准教授 

高感度ヘム蛍光プローブによる細胞内ヘ

ムのハイスループット検出技術の開発 
2,000 

おくの まさなり 

奥野 将成 

東京大学 

大学院総合文化研究科広域科学専攻

相関基礎科学系 准教授 

紫外共鳴ハイパーラマン分光法によるタン

パク質の局所構造解析 
2,000 

たまだ だいき 

玉田 大輝 

山梨大学 

大学院総合研究部医学域先端医用画

像学講座 特任助教 

MRIと有限要素法解析を用いた肝鉄濃度

計測の実現 
2,000 

たにぐち とおる 

谷口 透 

北海道大学 

大学院先端生命科学研究院先端融合

科学研究部門 講師 

キラル分光法と重水素ラベル化を用いたメ

チオニンスルホキシドのキラリティー分析 
2,000 
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氏  名 所 属 機 関・職 研 究 題 目 
助成額 
（千円） 

てらお きょうへい 

寺尾 京平 

香川大学 

創造工学部機械システム工学領域 准

教授 

分化誘導の１細胞分解能計測・制御を実

現するマイクロ流体デバイスの創出 
2,000 

たかはし しゅんたろう 

高橋 俊太郎 

甲南大学 

先端生命工学研究所 

講師 

光計測による細胞内分子クラウディングの

定量化技術の開発 
2,000 

にしはら りょう 

西原 諒 

産業技術総合研究所 

生命工学領域バイオメディカル研究部

門 研究員 

酵素反応に基づくタンパク質発光分析技

術の開発 
2,000 
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Ⅲ．令和元年度技術交流贈呈者一覧 
 
海外派遣 

氏名 所属機関・職 会議名 開催地 時期 
助成額 
（千円） 

佐藤
さとう

 香織
かおり

 

早稲田大学 

大学院先進理工学

研究科 

博士 1年 

第 71回米国臨床化学会 

71st AACC Annual Scientific 

Meeting & Clinical Lab Expo 

アメリカ 

アナハイム 

2019/08/03  

～ 

2019/08/09 

300 

伊藤
いとう

 陽
よう
介
すけ

 

京都大学 

大学院工学研究科 

助教 

第 41回 IEEE医用生体工学国

際会議 

The 41st International 

Engineering in Medicine and 

Biology Conference 

(EMBC2019) 

ドイツ  

ベルリン 

2019/07/23 

～ 

2019/07/28 

245 

津山
つやま

 慶 之
よしゆき

 

東京大学 

工学系研究科 

博士後期課程 2年 

第 20回光音響・光熱現象に関

する国際会議 

20th International Conference 

on Photoacoustic and 

Photothermal Phenomena 

ロシア 

モスクワ 

2019/07/05 

～ 

2019/07/12 

200 

安田
やすだ

 充
みつる

 

関西学院大学 

理工学部 

研究特別任期制助

教 

第 10回先端振動分光国際会

議 

10th International Conference 

on Advanced Vibrational 

Spectroscopy (ICAVS-10) 

ニュージー

ランド  

オークランド 

2019/07/06 

～ 

2019/07/13 

213 

王
おん

 孟 云
めんゆん

 

東北大学 

工学部研究科 

博士後期課程 3年

生 

12th International Workshop on 

Engineering of Functional 

Interfaces (EiFI 2019) 

ベルギー 

2019/07/06 

～ 

2019/07/12 

340 

熊本
くまもと

 康
やす

昭
あき

 

京都府立医科大学 

大学院医学研究科 

助教 

国際光工学会オプティクス＋フ

ォトニクス 

SPIE Optics + Photonics 

アメリカ 

サンディエ

ゴ 

2019/08/10 

～ 

2019/08/15 

280 

23



 
 

氏名 所属機関・職 会議名 開催地 時期 
助成額 
（千円） 

村 松
むらまつ

 大 陸
だいろく

 

東京理科大学 

理工学部 

助教 

第 41回国際ME学会議 

The 41st International 

Conference of the IEEE 

Engineering in Medicine and 

Biology Society (EMBC 2019) 

ドイツ  

ベルリン 

2019/07/22 

～ 

2019/07/28 

287 

桑
くわ
波田
はた

晃
あき

弘
ひろ

 

東京大学 

工学系研究科 

特任助教 

第 41回，国際電気学会，生体

医工学会 

41st Annual International 

Conference of the IEEE 

Engineering in Medicine and 

Biology Society (EMBC'19) 

ドイツ  

ベルリン 

2019/07/22 

～ 

2019/07/27 

290 

高 林
たかばやし

健人
けんと

 

岡山県立大学 

情報工学部 

助教 

第 41回生体医工学国際会議 

41st International Engineering 

in Medicine and Biology 

Conference (EMBC 2019) 

ドイツ  

ベルリン 

2019/07/22 

～ 

2019/07/28 

231 

山下
やました

 美紗
み さ

季
き

 

名古屋市立大学 

薬学研究科 

博士課程 1年 

欧州毒性学会 2019 

EUROTOX 2019 
ヘルシンキ 

2019/09/07 

～ 

2019/09/12 

245 

松 本
まつもと

 辰也
たつや

 

京都府立医科大学 

大学院医学研究科 

大学院生 

国際光工学会オプティクス＋フ

ォトニクス 

SPIE Optics + Photonics 

アメリカ 

サンディエ

ゴ 

2019/08/11 

～ 

2019/08/13 

270 

齋藤
さいとう

 拓也
たくや

 

駒沢大学大学院 

医療健康科学研究

科 

2年 

第 61回米国医学物理学会学

術大会 

The 61st AAPM Annual 

Meeting and Exhibition 

アメリカ 

サンアントニ

オ 

2019/07/14 

～ 

2019/07/19 

295 

伊野
いの

 浩
こう
介
すけ

 

東北大学大学院 

工学研究科 

応用化学専攻 

助教 

第 10回 SECMワークショップ 

最新の進歩と応用 

10th Workshop on SECM  

Recent Advances and 

Applications (SECM10) 

フランス 

2019/09/28  

～  

2019/10/03 

306 

24



 
 

氏名 所属機関・職 会議名 開催地 時期 
助成額 
（千円） 

紀本
きもと

 夏
なつ
実
み

 

金沢大学 

医薬保健学総合研

究科 

保健学専攻 

博士後期糧 2年 

北米放射線学会 2019 

Radiological Society of North 

America 2019 

アメリカ 

シカゴ 

2019/11/30  

～  

2019/12/05 

250 

沼 口
ぬまぐち

 友
ゆ
理
り

 

東京農工大学 

工学府 

生命工学専攻 

修士 1年 

マイクロタス 2019 

The 23rd International 

Conference on Miniaturized 

Systems for Chemistry and Life 

Sciences (μTAS 2019) 

スイス 

バーゼル 

2019/10/27 ～ 

2019/10/31 
275 

淺
あさ

川
かわ

 巧
たくみ

 

金沢大学大学院 

医薬保健学総合研

究科 

保健学類医療科学

領域  1年 

米国電気電子学会 原子核科

学シンポジウムと医用イメージ

ングに関する国際会議 

IEEE Nuclear Science 

Symposium and Medical Imaging 

Conference 

マンチェスタ

ー 

2019/10/26 ～ 

2019/11/02 
257 

古 川
ふるかわ

 隼
じゅん

 

東京大学 

工学系研究科 

応用化学専攻 

修士 2年 

マイクロタス 2019 

Miniaturized Systems for 

Chemistry and Life Sciences (μ

TAS 2019) 

スイス 

バーゼル 

2019/10/25 ～ 

2019/11/01 
167 

山 本
やまもと

 晃
こう
毅
き

 

東京大学 

工学系研究科 

バイオエンジニアリ

ング専攻 

博士後期課程 3年 

マイクロタス 2019 

The 23rd International 

Conference on Miniaturized 

Systems for Chemistry and Life 

Sciences (μTAS 2019) 

スイス 

バーゼル 

2019/10/25 ～ 

2019/11/01 
182 

上野
うえの

 遼
りょう

平
へい

 

京都大学 

工学研究科 

マイクロエンジニアリ

ング専攻 

特定研究員 

マイクロタス 2019 

microTAS2019 

スイス 

バーゼル 

2019/10/27 ～ 

2019/11/01 
285 

内田
うちだ

 拓也
たくや

 

慶應義塾大学 

理工学研究科 

総合デザイン工学専

攻マルチディシプリ

ナリ・デザイン科学

専修 

修士 2年 

マイクロタス 2019 

The 23rd International 

Conference on  Miniaturized 

Systems for Chemistry and Life 

Sciences (μTAS 2019) 

スイス 

バーゼル 

2019/10/25 ～ 

2019/11/01 
225 

25



 
 

氏名 所属機関・職 会議名 開催地 時期 
助成額 
（千円） 

肖
しゃお

 穎 怡
いんいー

 

東京大学 

工学部 

工学系研究科 

博士 2年 

磁気と磁性材料に関するカンフ

ァレンス 

Annual Conference on 

Magnetism and Magnetic 

Materials (MMM 2019) 

アメリカ 

ラスベガス 

2019/11/03 ～ 

2019/11/09 
280 

北 泉
きたいずみ

隆 裕
たかひろ

 

東京大学 

工学系研究科 

電気系工学専攻 

修士 2年 

磁気と磁性材料に関するカンフ

ァレンス 

Annual Conference on 

Magnetism and Magnetic 

Materials (MMM 2019) 

アメリカ 

ラスベガス 

2019/11/03 ～ 

2019/11/09 
280 

清水
しみず

 あずさ 

慶應義塾大学大学

院 

理工学研究科 

総合デザイン工学専

攻 修士 2年 

メムス 2020  

The 33rd International 

Conference on Micro Electro 

Mechanical Systems (IEEE 

MEMS 2020)  

カナダ 

バンクーバ

ー 

2020/1/18 

～ 

2020/1/24 

235 

高井
たかい

 なつみ 

東京農工大学 

工学府 

生命工学専攻 

修士 2年 

第 64回生物物理学会議 

64th Annual Meeting of the 

Biophysical Society (BPS2020) 

アメリカ 

サンディエ

ゴ 

2020/2/14 

～ 

2020/2/20 

240 

小池
こいけ

 康
こう
太
た

 

大阪大学大学院 

工学研究科 

精密科学・応用物理

学専攻 

博士後期課程 1年 

国際光工学会 フォトニクスウェ

スト バイオス 

SPIE Photonics West BiOS 

アメリカ  

サンフランシ

スコ 

2020/1/30 

～ 

2020/2/5 

116 

小 林
こばやし

 和樹
かずき

 

電気通信大学 

大学院情報理工学

研究科 

機械知能システム学

専攻 修士 2年 

第 33回MEMS国際会議 2020 

The 33rd International 

Conference on Micro Electro 

Mechanical Systems (IEEE 

MEMS 2020) 

カナダ  

バンクーバ

ー 

2020/1/18 

～ 

2020/1/23 

215 

石井
いしい

 康
やす

彬
あき

 

東京大学大学院 

情報理工学系研究

科 

知能機械情報学専

攻 

修士 2年 

第 33回微小電気機械システム

に関する国際会議 

The 33rd International 

Conference on Micro Electro 

Mechanical Systems 

カナダ  

バンクーバ

ー 

2020/1/18 

～ 

2020/1/24 

195 

26



 
 

氏名 所属機関・職 会議名 開催地 時期 
助成額 
（千円） 

井原
いはら

 大 祐
だいすけ

 

大阪大学大学院 

工学研究科 

環境・エネルギ工学

専攻 

博士前期課程 1年 

エスピーアイイー フォトニクス 

ウェスト バイオス 

Spie Photonics West Bios 

サンフランシ

スコ 

2020/1/31 

～ 

2020/2/5 

225 

土谷
つちや

 澪
みお

 

慶応義塾大学大学

院 

理工学研究科 

総合デザイン工学専

攻 マルチディシプ

リナリ・デザイン科学

専修   修士 2年 

国際会議メムス 2020 

The 33rd IEEE International 

Conference on Micro Electro 

Mechanical Systems 

(MEMS2020) 

カナダ  

バンクーバ

ー 

2020/1/18 

～ 

2020/1/24 

235 

髙
たか
田
た

 裕司
ゆうじ

 

京都大学大学院 

工学研究科 

マイクロエンジニアリ

ング専攻 M1 

メムス ２０２０ 

IEEE MEMS 2020 

カナダ  

バンクーバ

ー 

2020/1/17 

～ 

2020/1/23 

240 

楊
よう

 建
けん
東
とう

 

国立大学法人 京都

大学 

工学研究科 

マイクロエンジニアリ

ング専攻 

2020年材料学会春季会議 

The 2020 Material Research 

Society (MRS) Spring Meeting & 

Exhibit 

アメリカ 

フェニックス 

2020/4/12 

～ 

2020/4/18 

281 

柳 原
やなぎはら

 普
わたる

 

学校法人 岩手医科

大学 

医学部 

医学研究科博士課

程 

国際磁気共鳴医学会議 

International Society for 

Magnetic Resonance in 

Medicine Annual Meeting & 

Exhibition  

オーストラリ

アシドニー 

2020/4/17 

～ 

2020/4/23 

235 

和田
わだ

 菜摘
なつ

美
み

 

国立大学法人 熊本

大学大学院 

保健学教育部 

国際コンピュータ支援放射線医

学・外科学会議 2020 

CARS(Computer Assisted 

Radiology and Surgery）2020 

ドイツ 

ミュンヘン 

2020/6/22 

～ 

2020/6/28 

270 

岸本
きしもと

 奈
な
渚子
な こ

 

国立大学法人 熊本

大学大学院 

保健学教育部 

国際コンピュータ支援放射線医

学・外科学会議 

CARS 2020 Computer Assisted 

Radiology and Surgery 

ドイツ 

ミュンヘン 

2020/6/22 

～ 

2020/6/28 

270 

27



 
 

氏名 所属機関・職 会議名 開催地 時期 
助成額 
（千円） 

大 藪
おおやぶ

 啓
ひろ

誉
たか

 

国立大学法人 金沢

大学大学院  

医薬保健学総合研

究科 

保健学専攻 

第 28回 国際磁気共鳴医学会

議 

ISMRM 28th Annual Meeting & 

Exhibition 

オーストラリ

ア 

シドニー 

2020/4/18 

～ 

2020/4/24 

309 

永田
ながた

 まどか 

国立大学法人 東京

農工大学 

工学府 

生命工学専攻 

バイオセンサー2020 

Biosensors2020 

韓国 

釜山 

2020/5/26 

～ 

2020/5/30 

80 

平賀
ひらが

 健太郎
けんたろう

 

国立大学法人 東京

農工大学大学院 

工学府 

生命工学専攻 

バイオセンサーズ 2020 

Biosensors 2020 - 30th 

Anniversary World Congress on 

Biosensors  

韓国 

釜山 

2020/5/26 

～ 

2020/5/30 

80 

保田
やすだ

 侑
ゆう
哉
や

 

国立大学法人 金沢

大学大学院  

医薬保健学総合研

究科 保健学専攻 

第 28回国際磁気共鳴医学会

学術大会 

ISMRM 28th Annual Meeting & 

Exhibition 

オーストラリ

ア 

シドニー 

2020/4/18 

～ 

2020/4/24 

309 
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海外留学 

氏名 所属機関・職 研究テーマ 留学先機関名 期間 
助成額 
（千円） 

松原
まつばら

 鉄
てっ

平
ぺい

 

九州大学  

医学系学府  

臨床神経生理  

学術研究員  

多モダリティー脳機能計測

法を用いたてんかんコネク

トパチーの可視化  

マサチューセッツ

総合病院  

臨床神経画像部

門  

ハーバード大学  

2019/09/01  

～  

2021/08/31  

(2年間)  

6,000  

阿部
あ べ

 二郎
じろう

  

北海道大学  

大学院医学研

究院  

小児科学教室  

医員  

Exploring the mechanisms 

of succinate-driven cardiac 

ischaemia- reperfusion 

injury  

ケンブリッジ大学

付属医学研究所  

ミトコンドリアバイ

オロジー部門  

2020/04/01  

～  

2022/03/31  

（2年間）  

6,000  

小嶋
こじま

 啓
けい

介
すけ

 

日本大学 

医学部 

研究医員 

大動脈の動脈硬化と臓器

障害および抗血栓、抗凝

固の有効性 

McMaster 

University 

マクマスター大学 

2020/04/01  

～  

2022/03/31 

(2年間) 

6,000 

宗
そう

 正智
まさとも

 

大阪大学 

蛋白質研究所 

助教 

Detection of oligomeric 

intermediates formed in 

amyloid pathway 

University of 

Leeds 

リーズ大学 

2020/04/01  

～  

2022/03/31 

(2年間) 

6,000 
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日本招聘 

申請者 所属機関・職 会議名 被招聘者 時期 
助成額 
（千円） 

中 山
なかやま

晋
しん

介
すけ

 

名古屋大学 

医学部 

准教授 

第６１回日本平滑筋学会総会 Jan Huizinga 

2019/08/01 

～ 

2019/08/03 

380 

池
いけ

袋
ぶくろ

一
かず

典
のり

 

東京農工大学 

大学院工学研

究院 

教授" 

ISNAC 2019 

DanZhou Yang 

2019/10/29 

～ 

2019/10/31 

309 

Valerie Gabeli 207 

Cynthia J. 

Burrows 
305 

川 内
かわうち

 敬子
けいこ

 

甲南大学 

フロンティアサイ

エンス学部 

准教授 

第 42回日本分子生物学会 

Haguy Wolfenson 2019/12/03  

～  

2019/12/0 

243 

Hu Xian Edna 237 

西 村
にしむら

 

裕 之
ひろゆき

 

桐蔭横浜大学

医用工学部 

教授 

Toin International Symposium 

on Biomedical Engineering 

2019 

Claudio l Zanelli 

2019/11/15 

～ 

2019/11/16 

240 

Fun-Jen Kao 140 

Damdindorj 

Boldbaatar 
140 

林
はやし

 拓也
たくや

 

理化学研究所 

生命機能科学

研究センター 

脳コネクトミクス

イメージング研

究チーム 

チームリーダー 

 

BDRシンポジウム David Van Essen 

2020/3/2 

～ 

2020/3/4 

500 

渡部
わたべ

 浩司
ひろし

 
東北大学 

サイクロトロン・

医療用画像処理、線量測定

および放射線治療のための
Lydia Maigne 

2020/2/12 

～ 
280 
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申請者 所属機関・職 会議名 被招聘者 時期 
助成額 
（千円） 

ラジオアイソトー

プセンター 

放射線管理研

究部 

教授 

GATE トレーニングコース 

David Jan 

Boersma 

2020/2/14 

280 

保 川
やすかわ

 清
きよし

 

京都大学 

大学院農学研

究科 

食品生物科学

専攻 

教授 

日本農芸化学会 2020年度福

岡大会 
Ioanis Katakis 

2020/3/26 

～ 

2020/3/28 

372 

竹内
たけうち

俊 文
としふみ

 

神戸大学 

大学院工学研

究科 

応用化学専攻 

教授 

The 11th International 

Conference on Molecular 

Imprinting (MIP2020) 

Borje Sellergren 
2020/6/21 

～ 

2020/6/26 

340 

Zhen Liu 210 

相 澤
あいざわ

健 一
けんいち

 

自治医科大学 

医学部 

薬理学講座臨

床薬理学部門 

准教授 

第 84回日本循環器学会学術

集会（JCS2020） 
鈴木亨 

2020/3/13 

～ 

2020/3/15 

370 

渡 邊
わたなべ

航
こう

平
へい

 

中京大学 

国際教養学部 

体育系列 

准教授 

23th International Society of 

Electrophysiology and 

Kinesiology 

Alberto Botter 

2020/7/11 

～ 

2020/7/14 

265 

野々村
ののむら

恵子
けいこ

 

大学共同利用

機関法人 自然

科学研究機構 

基礎生物学研

究所 

初期発生研究

部門 

助教 

第 58回 日本生物物理学会

年会 
橋本秀彦 

2020/9/16 

～ 

2020/9/18 

254 

竹 村
たけむら

浩
ひろ

昌
まさ

 

国立研究開発

法人  

情報通信研究

機構 

脳情報通信融

合研究センター 

脳機能解析研

究室 

第４回ヒト脳イメージング研究

会 
Rainer Goebel 

2020/9/4 

～ 

2020/9/5 

500 
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申請者 所属機関・職 会議名 被招聘者 時期 
助成額 
（千円） 

北 澤
きたざわ

 茂
しげる

 

大阪大学大学

院 

生命機能研究

科 

教授 

第 43回日本神経科学大会 Bosiljka Tasic 

2020/7/29 

～ 

2020/8/1 

335 

石 川
いしかわ

 太郎
たろう

 

東京慈恵会医

科大学 

医学部 

医学科薬理学

講座 

講師                                                                                                                                                                                                                                       

第 43回日本神経科学大会 Daniela Popa 

2020/7/29 

～ 

2020/8/1 

340 

坂本
さかもと

 雅
まさ

行
ゆき

 

東京大学 

大学院医学系

研究科 

脳神経医学専

攻神経生化学

分野 

助教 

第 43回日本神経科学大会若

手企画シンポジウム「革新的

光技術で読み解く行動の神

経基盤」 

Luis Carrillo-Reid 

2020/7/29 

～ 

2020/8/1 

368 

川田
かわた

 善正
よしまさ

 

静岡大学 

工学部 

機械工学科 

教授 

日本分光学会年次講演会 国

際シンポジウム 
Eric Tyrod 

2020/5/28 

～ 

2020/5/30 

350 
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海外研修 

氏名 所属機関・職 研究テーマ 研修先機関名 時期 
助成額 

（千円） 

大黒
だいこく

 達也
たつや

 

国立行政機関  

Max Planck 

Institute for Human 

Cognitive and Brain 

Sciences 

Department of 

Neuropsychology 

研究員 

脳波とコンピュータモデリ

ングの統合的手法による

言語機能計測法の開発：

発達性ディスレクシアの機

能改善に向けたアプロー

チを目指して 

ケンブリッジ
大学 
University of 
Cambridge 

2019/10/01 

～ 

2020/03/31 

（6ヶ月） 

1,750 

佐
さ

柳
やなぎ

潤 一
じゅんいち

 

大阪大学大学院 

医学系研究科 

博士後期課程 4年 

神経リアルタイム in vivo 

imaging法による神経形態

計測技術の研修 

ワシントン大学 

セントルイス校  

医学部 

Washington 

University 

School of 

Medicinein St. 

Louis 

2019/12/01 ～ 

2020/05/31 
1,700 

竹田
たけだ

 信彦
のぶひこ

 

独立行政法人 ＪＣ

ＨＯ東京高輪病院 

医局 

不随意運動に対する定位

脳手術における画像解析

技術による精度向上の研

究 

ロンドン大学 

University 

College of 

London 

2020/04/01 ～ 

2020/08/31 
1,550 
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日本留学 

申請者 所属機関・職 被留学者 研究テーマ 時期 
助成額 

（千円） 

田畑
たばた

 仁
ひとし

 

東京大学  

工学系研究科  

バイオエンジニアリン

グ専攻  教授  

サルカー シャミム  

Sarker MD Shamim  

（バングラデシュ）  

 

トンネル型磁気抵抗

（TMR）素子と確率共鳴を

用いた室温動作可能 

2020/04/01 

～ 

2022/03/31 

（2年間） 

4,800 

宮地
みやじ

 勇人
はやと

 

東海大学 

医学部基盤診療学系

臨床検査学 

教授 

メンデアマラ 

ラブザナーディー 

Mend-Amar 

Ravzanaadii 

（モンゴル） 

次世代シークエンサーに

よるがん遺伝子パネル検

査の精度評価法に関する

研究 

2020/02/01  

～ 

 2022/01/31 

（2年間） 

4,800 

古内
ふるうち

 正美
まさみ

 

金沢大学 

理工研究域地球社会

基盤学系 

教授 

ムハッマド アミン 

Muhammad Amin 

（インドネシア） 

Bioaerosol Measuring 

Technology 

2020/04/01  

～  

2022/03/31 

（2年間） 

4,800 
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Ⅳ．調査研究助成 （最長２年間） 

 令和元年度 調査研究助成者 

氏  名 所 属 機 関・職 研 究 題 目 
助成額 

（千円） 

のりき さこん 

法木 左近 

福井大学 

医学部腫瘍病理学・Aiセンター 

准教授・Aiセンター長 

ホルマリン固定臓器をMRI撮影すること

の有用性の調査研究 
2,920 

にしもと そう 

西本 聡 

兵庫医科大学 

医学部形成外科 

教授 

日本人の標準頭蓋顔面骨格３次元モデル

の作成 
2,990 

みよし のりかつ 

三吉 範克 

大阪大学 

医学部消化器外科 

助教 

脂肪分解酵素溶液を用いたリンパ節情報

に関する大腸がんデータ登録システムの

構築 

2,700 
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Ⅵ．科学教育振興助成事業 

 
 Ⅵ－１．科学教育振興助成 

 
  小中高校に対する助成 

 

【 個別助成 】 

 学校名 都道府県 申請題目 
助成額 

(千円) 

1 札幌市立向陵中学校 北海道 科学部の研究（ケミカルライト） 
299 

2 札幌市立中央中学校 北海道 

中学理科（物理領域）における課題解決型の授業構築

と相互評価を取り入れた「主体的・対話的な深い学び」

について 

300 

3 北海道北見北斗高等学校 北海道 

地域の水環境を知り、市民に水環境保全をよびかける 

― 生徒の主体性を生かした環境教育プログラムの構

築 ― 

300 

4 札幌市立札幌旭丘高等学校 北海道 地球温暖化がトンボに与える影響 
300 

5 平川市立竹館小学校 青森県 震災の教訓を端緒としたエネルギー問題の探究 
300 

6 弘前市立第四中学校 青森県 
科学の日常性と理科学習 ～エネルギー分野の追求

～ 

300 

7 青森山田中学高等学校 青森県 防災教育を取り入れた、気象、地質学習 
300 

8 登米市立西郷小学校 宮城県 
理科や生活科の学習を通して、科学的な思考力や表

現力を育成するための活動の工夫 

300 

9 
宮城県岩沼市立岩沼西中学

校 
宮城県 

生き生きと活動する科学部の活動 ～ミニ天体観測会・

サイエンスショー・科学フェスティバル参加を通して～ 

300 

10 秋田県立大館鳳鳴高等学校 秋田県 ニホンザリガニの飼育、繁殖方法の研究 
300 

11 秋田県立秋田高等学校 秋田県 緑茶と抗生物質の飲み合わせを科学的に考える 
300 

12 山形県立山形東高等学校 山形県 「ブカツ×ICT」ICTを活用した部活動活性化計画 
300 
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 学校名 都道府県 申請題目 
助成額 

(千円) 

13 山形県立加茂水産高等学校 山形県 
地域の海洋教育促進に向けた海洋生物の標本教材化

に関する研究 

300 

14 福島県田村市立滝根小学校 福島県 
身近な自然から学びを広げ、つなぎ、地域のよさを発

信する滝根っ子の育成（第２年次） 
298 

15 福島県立葵高等学校 福島県 
会津メダカからみる遺伝的攪乱の研究 ～ご当地メダ

カを守れ～ 
300 

16 福島県立安積黎明高等学校 福島県 
「地域貢献」をテーマに創造的な科学研究ができる化

学部を目指して 
300 

17 福島工業高等専門学校 福島県 
プログラミングとロボット製作を通した地域小中学校との

連携のためのモノづくり力の育成 
300 

18 古河市立上大野小学校 茨城県 里山での自然体験活動の計画的な実施 300 

19 つくば市立手代木中学校 茨城県 探究する楽しさを実感できる理科の学習指導の在り方 300 

20 
栃木県宇都宮市立陽南中学

校 
栃木県 

中学校理科におけるエネルギー変換の学習にプログ

ラミング制御を取り入れることの効果～ものづくりを通し

たセンサー機能の開発～ 

292 

21 浦和実業学園高等学校 埼玉県 水産業の工業化を見据えた基礎研究 300 

22 埼玉県立本庄高等学校 埼玉県 
植物の発芽・生長および動物(ｱﾙﾃﾐｱ）に関する抗生物

質・金属イオンの影響 
300 

23 千葉市立おゆみ野南中学校 千葉県 中学校理科におけるエネルギー教育授業の開発 300 

24 杉並区立浜田山小学校 東京都 AIと協働する社会を創る子どもたちの育成 296 

25 葛飾区立北野小学校 東京都 

校内研究「自然を見つめ 学びにつなげる 北野の子 

～思考力・判断力・表現力を育てる理科・生活科の指

導の工夫～」における研究活動の充実を図るための申

請 

300 

26 
都立富士高等学校附属中学

校 
東京都 

中高生による X線分析顕微鏡（XGT）等を用いた探求

活動手法と指導方法の構築 
300 

27 東京都立科学技術高等学校 東京都 サンブスギに関する研究 300 
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 学校名 都道府県 申請題目 
助成額 

(千円) 

28 富山県立富山中部高等学校 富山県 
富山県内の河川における，希少魚類「トミヨ」の環境Ｄ

ＮＡの検出と生息環境の調査 
300 

29 永平寺町志比北小学校 福井県 
地域の宝（生き物）調査を通した地域を愛する児童の

育成 
292 

30 愛知県立豊田南高等学校 愛知県 
高等学校普通科文系における新しい理科授業モデル

の開発に関する研究 
300 

31 名城大学附属高等学校 愛知県 庄内川における生物調査と環境学習 300 

32 三重県立津工業高等学校 三重県 動画配信サービスを活用した資格取得教材の開発 300 

33 
三重県立四日市工業高等学

校 
三重県 

３Ｄプリンタの工業教育への実践的な活用 ～強度に

着目して～ 
300 

34 滋賀県立河瀬高等学校 滋賀県 
犬上川流域におけるハリヨの分布域ならびに個体数調

査 
271 

35 京都府立桃山高等学校 京都府 
学校内の暑さ指数を探る ～熱中症の被害から身を守

るために～ 
300 

36 大阪府立園芸高等学校 大阪府 ミツバチを用いた環境リサーチ法の開発 300 

37 大阪府立茨木工科高等学校 大阪府 ＩＯＴとＶＲ、ＡＲを利用したアバターロボットの研究開発 300 

38 
大阪府立桜塚高等学校 

定時制の課程 
大阪府 環境DNAによる大阪府の環境調査 300 

39 清風中学校・高等学校 大阪府 シロアリが日本を救う ～間伐材を新たな資源に～ 300 

40 姫路市立安室東小学校 兵庫県 
自ら考えを持ち、対話することを通して科学することを

楽しむ子供の育成を目指す 
296 

41 兵庫県立洲本高等学校 兵庫県 
モデルロケット を用いたクラブ活動の活性化及び地域

貢献活動 
300 

42 兵庫県立小野高等学校 兵庫県 分子系統解析を用いたミヤマスミレ亜節の分類 300 

43 兵庫県立姫路工業高等学校 兵庫県 次世代ビオトープ～ビオトープからエネルギー生産～ 300 
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 学校名 都道府県 申請題目 
助成額 

(千円) 

44 兵庫県立舞子高等学校 兵庫県 星は何色（星の分光観測と生活） 300 

45 奈良市立鶴舞小学校 奈良県 
学校自慢の「ぼうけんの森」を核にした地域の自然環

境を生かした教育活動の創造 

300 

46 
国立大学法人奈良女子大学 

附属中等教育学校 
奈良県 「染色の化学」を深める科学探究活動の実践 290 

47 米子工業高等専門学校 鳥取県 
卵の殻の導入で作製する新しい機能を導入した建材

の開発 
300 

48 広島市立福木中学校 広島県 
自然放射線の測定を中心とした放射線教育の実践とそ

の効果の検討 
300 

49 広島県立祇園北高等学校 広島県 DNA解析を用いたシダ植物の中間雑種の研究 300 

50 山口県下関市立向井小学校 山口県 科学することが好きな子どもを育てる 300 

51 
山口大学教育学部附属 

山口小学校 
山口県 

地域の河川を題材にした理科教育及び総合学習の実

施 
300 

52 山口県立下関工科高等学校 山口県 高校生による地域に科学の楽しさを伝える活動 283 

53 
香川県立小豆島中央高等学

校 
香川県 自然科学部での絶滅危惧種デンジソウの保全活動 299 

54 愛媛県立今治西高等学校 愛媛県 
生物部の科学的リテラシーを向上させる高大連携実践

プログラム 
300 

55 土佐塾中学・高等学校 高知県 
身のまわりの自然から学ぶ生徒を育てる理科活動 －

生物・化学編ー 
300 

56 鎮西敬愛学園敬愛小学校 福岡県 
ドローンを使ったプログラミング学習による創造力の育

成 
300 

57 有明工業等専門学校 福岡県 高専傑出人財育成プログラム 300 

58 
精道学園 

精道三川台小・中学高等学校 
長崎県 

目指せ日本一！ロボコンフロンティア長崎市での挑戦

～小中一貫連携でのロボコン指導による「課題解決能

力」「科学的思考力」「イノベーション力」の育成～ 

300 

59 
鹿児島県南九州市立川辺中

学校 
鹿児島県 

水辺のまち「川辺」再発見  清水湧水周辺に見られる

淡水藻類を中心とした水辺の環境調査 
237 
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 学校名 都道府県 申請題目 
助成額 

(千円) 

60 
鹿児島県立市来農芸高等学

校 
鹿児島県 

アニマルウェルフェアを配慮した採卵鶏の行動様式に

関する研究 
300 

61 鹿児島県立錦江湾高等学校 鹿児島県 BSアンテナを用いた太陽の表面温度測定 300 

62 鹿児島玉龍高等学校 鹿児島県 
太陽系の惑星及び地球の高層大気における気象現象

等に関する研究の活性化 
300 

63 
昭和薬科大学附属 

高等学校・中学校 
沖縄県 

沖縄に自生する植物からの有用乳酸菌の探索～発酵

温度・乳発酵特性～ 
300 
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【プログラム助成 １年目】 （２年間の助成） 

 

番号 学校名 都道府県 共同実施校 申請題目 
助成額 

(千円) 

1 
北海道本別高等

学校 
北海道 

本別町立本別中央小学校 

本別町立勇足小学校 

本別町立仙美里小学校 

本別町立本別中学校 

北海道立教育研究所 

北海道教育大学 

学校種間連携による地域の理

科教育の振興 ～児童生徒の

思考力や創造性を育む協働体

制の構築～ 

500 

2 
仙台高等専門学

校 
宮城県 

茨城工業高等専門学校 

福島工業高等専門学校 

福島県立安積黎明高校 

福島県立新地高校 

土浦第三高等学校 

 ３高専連携による地域の子供

達のための天体観測会「常磐

線沿線観測会」の開催と，そこ

における電視天体観望システ

ムの構築 

980 

3 
福島県立新地高

等学校 
福島県 

福島県立福島高校 

福島県立磐城高校 

福島県立安積黎明高校 

福島県相馬市教育委員会 

ペーパークラフト立体核図表：

復興支援教育教材の

FUKUSHIMAからの発信 

1,000 

4 
埼玉県立蕨高等

学校 
埼玉県 

埼玉県立川越女子高等学校 

埼玉県立越谷北高等学校 

埼玉県立越ケ谷高等学校 

埼玉県立坂戸西高等学校 

埼玉県立熊谷西高等学校 

埼玉県立浦和高等学校 

埼玉県立滑川総合高等学校 

埼玉県立春日部高等学校 

埼玉県立羽生実業高等学校 

日本獣医生命科学大学 

埼玉県立川の博物館 

高校生ネットワークを活かした

広域モニタリング調査および生

物多様性保全についての研究 

1,000 

5 
東松山市立市の

川小学校 
埼玉県 

埼玉県比企郡嵐山町立菅谷

小学校 

「豊かな自然を守る」小学校ア

ライアインス・プロジェクト －

「点」から「線」へ－ 

1,000 
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番号 学校名 都道府県 共同実施校 申請題目 
助成額 

(千円) 

6 
銚子市立銚子中

学校 
千葉県 

銚子市内 12小学校（清水小

学校、飯沼小学校、明神小学

校、本城小学校、春日小学

校、高神小学校、海上小学

校、船木小学校、椎柴小学

校、豊里小学校、豊岡小学

校、双葉小学校） 

銚子市立銚子高等学校 

千葉科学大学 

銚子市青少年文化会館 

銚子ジオパーク推進室 

銚子市教育委員会 

小中高大地域連携による理科

の学習プログラムの実践 
1,000 

7 
台東区立忍岡小

学校 
東京都 台東区立上野中学校 

「海とつながる～自分たちの生

活とつながる海について調べ

てみよう～」 

972 

8 
新潟県立新潟中

央高等学校 
新潟県 

新潟県立八海高等学校 

新潟県立新津高等学校 

新潟市立万代高等学校 

新潟大学理学部 

東北大学農学部 

新潟県立教育センター 

２年目以降は、新潟県立巻高

等学校、新潟県立十日町高

等学校、新潟県立大手高等

学校等実施校を増やす予定 

新潟DNAバーコーディング計

画の実施 
1,000 

9 
長野県長野市立

柳町中学校 
長野県 

独立行政法人国立高等専門

学校機構 長野工業高等専

門学校 

ガソリンエンジンと電気モータ

のエネルギー消費率を基に未

来の自動車社会を構想する中

学校の授業 

1,000 

10 
岐阜県立大垣西

高等学校 
岐阜県 

岐阜県立不破高等学校 

垂井町立不破中学校、北中

学校 

垂井町立垂井小学校、宮代

小学校、表佐小学校、合原小

学校、府中小学校、岩手小学

校、東小学校 

小中高が一体となった岐阜県

西濃地区での在来タンポポの

保護活動を通した環境教育 

1,000 
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番号 学校名 都道府県 共同実施校 申請題目 
助成額 

(千円) 

11 
三重県立伊勢高

等学校 
三重県 

皇學館大学 

伊勢市教育委員会 

伊勢市内の小中学校 

「伊勢志摩版循環型連携モデ

ル」の構築 
794 

12 
三重県立津西高

等学校 
三重県 

三重大学 

三重大学教育学部附属小学校 

津市立西が丘小学校 

鈴鹿市立鼓ケ浦中学校(予定) 

鈴鹿市立天栄中学校(予定) 

鈴鹿市立千代崎中学校(予定) 

小中高大の連携により「科学す

る心」を育む『津西サイエンス・

パートナーシップ・プログラム

（津西 SPP）』及び、協働し課題

解決する力を養う『地域をテー

マにした課題研究』 

1,000 

13 
京都市立京都工

学院高等学校 
京都府 

京都市立深草小学校 

京都市立稲荷小学校 

京都工芸繊維大学 

摂南大学 

京野菜を用いた色素増感太陽

電池による高小連携エネルギ

ー教育教材の開発 

1,000 

14 
倉敷市立新田中

学校 
岡山県 

岡山大学教育学部付属中学

校、岡山県立天城中学校、倉

敷市立北中学校、倉敷市立

多津美中学校、倉敷市立玉

島東中学校、倉敷市立第一

中学校、倉敷市立味野中学

校、笠岡市立神島外中学校、

赤磐市立桜ケ丘中学校、赤

磐市立吉井中学校、津山市

立津山東中学校、津山市立

津山西中学校、浅口市立鴨

方中学校、浅口市立寄島中

学校、和気町立和気中学校、

笠岡市立笠岡東中学校、美

咲町立中央中学校 

対象とする自然の事物・現象の

疑問を解決するために必要な

情報を抽出する能力の育成～

カリキュラムと教材開発の両面

から中学校理科教員が連携し

てアプローチすることを通して

～ 

1,000 

15 
大牟田市立明治

小学校 
福岡県 

大牟田市立吉野小学校 

大牟田市立玉川小学校 

大牟田市立上内小学校 

大牟田市立中友小学校 

見つめ，守り，未来へつなご

う！ 大牟田の川と有明海の自

然・環境 

1,000 
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番号 学校名 都道府県 共同実施校 申請題目 
助成額 

(千円) 

16 
希望が丘学園鳳

凰高等学校 
鹿児島県 

坊津学園 

阿多小学校 

川辺中学校 

ダイナミック・ラボ 

STEM教育の実践を通じた地

域密着型プラットフォームの実

現 

1,000 

     

 

 

【意欲的な小学校の先生方を支援するプログラム助成 １年目】 （２年間の助成） 

 

番号 学校名 都道府県 共同実施校 申請題目 
助成額 

(千円) 

1 
小樽市立銭函小

学校 
北海道 

小樽市立桜小学校 

小樽市立花園小学校 

子どもの自然観を育む、科

学体験教室の実施 
1,000 

2 宮城教育大学 宮城県 

大崎市立小学校２５校 

大崎市教育委員会 

（仙台市八木山小学校等を予定） 

理科学習で指導が難しいと

感じるところを解決する試み  

～事前に行った先生アンケ

ート結果に基づいた研修の

試み～ 

1,000 

3 
三島市立中郷小

学校 
静岡県 

三島市立南小学校 

三島市立長伏小学校 

三島市立東小学校 

三島市立西小学校 

三島市立沢地小学校 

「三島市小学校理科教育推

進チーム」を中核とする持

続可能な小学校若手教員

の理科授業力向上計画 

1,000 

4 

神戸市小学校教

育研究会 

理科部 

兵庫県 

神戸市小学校教育研究会理科

部所属の教員 242名の在籍校 

神戸市立小学校 139校 

神戸市立雲中小学校 

実感を伴った問題解決学習

を通して、理科の学習に意

欲的に取り組む神戸の児童

を育てる 

1,000 
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番号 学校名 都道府県 共同実施校 申請題目 
助成額 

(千円) 

5 

姫路市立谷内小

学校 

（姫路市小学校

教育研究会 

理科部会） 

兵庫県 

姫路市立谷内小学校 

姫路市立安室東小学校 

姫路市立東小学校 

姫路市立伊勢小学校 

姫路市立青山小学校 

姫路市立香呂南小学校 他 

姫路市立小学校・義務教育学

校・特別支援学校 計７０校 

自然とひたむきに向き合い

自然に感動する人間性を育

む理科教育 

1,000 

6 中国学園大学 岡山県 

岡山市立伊島小学校 

岡山市立財田岡小学校 

倉敷市立長尾小学校 

井原市立稲倉小学校 

総社市立総社中央小学校 

論理的思考力を育てるため

の小学校理科用「プログラミ

ング教育用教材パッケー

ジ」の開発 

1,000 

7 
今治自然科学教

室 
愛媛県 

今治市内 全小中学校 

（小学校 40校、中学校 15校） 

自然科学分野において、児

童生徒の興味・関心を高

め、教員の指導力向上を目

指す取組 

850 

8 
小郡市立味坂小

学校 
福岡県 

小郡市立御原小学校 

小郡市立立石小学校 

その他 同プロジェクトでの得ら

れた知見の展開予定校として小

郡市内各小学校（三国、大原、小

郡、東野、のぞみが丘 の各小

学校） 

小郡市教育委員会 

高等教育コンソーシアム久留米 

触れて納得！ 作って理

解！ ワクワクいきいき情報

教育 －小規模小学校の特

色を活かし産学官及び地域

が密接に連携した実践的

ICT活用教育の充実と深化

－ 

1,000 

9 
鹿児島大学教育

学部 
鹿児島県 

鹿児島大学教育学部附属小学

校 

鹿児島市立田上小学校 

南種子町立長谷小学校 

奄美市立赤木名小学校 

鹿児島市立科学館 

少人数学級・複式学級に対

応する理科指導力の育成・

向上プログラムの開発 

1,000 
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【プログラム助成 ２年目】 （２年間の助成） 

 

番号 学校名 都道府県 共同実施校 申請題目 
助成額 

(千円) 

1 東北大学 宮城県 

広尾学園中学校 高等学校 

早稲田大学本庄高等学院 

仙台第一高等学校 

静岡北高等学校 

University of Notre Dame 

宇宙線計測の中高大連携ネ

ットワークの構築及び宇宙天

気の観測 

1,000 

2 
山形市理科教育

研究会 
山形県 

山形大学地域教育文化学部 

山形市内小中学校 

探究型学習推進プログラムの

開発と実践による検証 
1,000 

3 

茨城県立 

土浦第三高等学

校 

茨城県 

茨城大学 理学部 

水戸市立飯富小学校 

下妻市立下妻中学校 

茨城県立緑岡高等学校 

茨城県立水海道第一高等学

校 

天文を入口とした科学への誘

い～小中学校や地域の天体

観測会をとおして～  

1,000 

4 
栃木県立黒羽高

等学校 
栃木県 

大田原市立黒羽小学校 

大田原市立川西小学校 

大田原市立黒羽中学校 

栃木県大田原市に生息する

コシアカツバメの繁殖個体群

に関する研究 

1,000 

5 
千葉県君津市立 

久留里中学校 
千葉県 

千葉県立君津青葉高等学校 

千葉県君津市立久留里小学

校 

久留里の自然を考える

Natureプロジェクト 
1,000 

6 
東京農業大学教

職課程 
東京都 

東京農業大学第一高等学校

中等部 

東京農業大学第一高等学校 

世田谷区立桜丘小学校 

佼成学園女子中学高等学校 

身近な観賞魚である金魚の

色に着目した生物学習 
250 
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番号 学校名 都道府県 共同実施校 申請題目 
助成額 

(千円) 

7 
三重県立桑名高

等学校 
三重県 

三重大学 

名古屋工業大学 

長浜バイオ大学 

名城大学 

滋賀県立大学 

桑名市・四日市市・三重郡の

中学校 

生徒の論理的思考力等をさ

らに高める桑高型課題研究

システムの研究・開発 

1,000 

8 
守山市立守山北

中学校 
滋賀県 

滋賀県中学校研究会理科部

会環境教育委員会 

滋賀県立琵琶湖博物館 

草津市立老上中学校 

湖南市立石部中学校 

地域に根差した自然観察学

習プログラムの継承と開発－

新しい博学連携のあり方につ

いて－ 

1,000 

9 

大阪府立大手前

高等学校 

定時制の課程 

大阪府 

国立津山工業高等専門学校 

佐賀県神埼市立千代田中学

校 

大阪大学大学院理学研究科 

鳴門教育大学自然・生活系

教育部 

静岡県沼津市立大岡南小学

校 

「宇宙環境を教室に」 ～重

力制御による教室での宇宙

環境の開発・研究と連携～ 

1,000 

10 
兵庫県立東灘高

等学校 
兵庫県 

神戸市立本山南中学校 

兵庫県立明石高等学校 

神戸大学 

西宮市立西宮高等学校 

神戸層群の植物化石と凝灰

岩の継続的な調査、神戸層

群の活用や広報による地域

連携や地域貢献 

1,000 
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番号 学校名 都道府県 共同実施校 申請題目 
助成額 

(千円) 

11 

愛媛県高等学校 

教育研究会理科

部会 

愛媛県 

愛媛県立松山東高等学校 

愛媛県立宇和島東高等学校 

愛媛県立新居浜南高等学校 

愛媛県立西条高等学校 

愛媛県立小松高等学校 

愛媛県立丹原高等学校 

愛媛県立今治西高等学校 

愛媛県立松山南高等学校 

愛媛県立野村高等学校 

愛媛県立松山西中等教育学

校 

その他 愛媛県高等学校教

育研究会に所属する高等学

校(上記高等学校を含む)、愛

媛県総合教育センター、愛媛

大学 

えひめサイエンスリーダース

キルアッププログラム 
1,000 

12 

独立行政法人  

国立高等専門学

校機構 

都城工業高等専

門学校 

宮崎県 

北九州工業高等専門学校 

久留米工業高等専門学校 

佐世保工業高等専門学校 

有明工業高等専門学校 

大分工業高等専門学校 

熊本高等専門学校熊本ｷｬﾝ

ﾊﾟｽ 

熊本高等専門学校八代ｷｬﾝ

ﾊﾟｽ 

鹿児島工業高等専門学校 

沖縄工業高等専門学校 

宮崎大学付属中学校 

中規模都市における「小中学

校向け理科教育支援」～高

専サイエンス支援ネットを利

用した学生を主体とした活動

を中心として～ 

1,000 
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【意欲的な小学校の先生方を支援するプログラム助成 ２年目】 （２年間の助成） 

 

番号 学校名 都道府県 共同実施校 申請題目 
助成額 

(千円) 

1 
土浦市立土浦小

学校 
茨城県 

土浦市立土浦幼稚園 

土浦市立土浦第二小学校 

土浦市立土浦第一中学校 

理科好きな子どもを育てるた

めの幼小中一貫教育の在り

方 

1,000 

2 
長浜市立虎姫中

学校 
滋賀県 

長浜市立虎姫小学校 

長浜バイオ大学 

正しい科学的アプローチの

技能を効果的に身につけさ

せるための小中学校理科教

員の連携に関する研究 

1,000 
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令和元年度贈呈式 
 

令和 2年 2月 28日（金） 

於 マンダリンオリエンタル東京 

  



※COVID-19の影響で参加者を限定して開催いたしました。 
主催者挨拶                審査報告 

        
家次代表理事               梶谷審査委員長 

贈呈書の授与 

         

中谷賞大賞 野地氏             中谷賞奨励賞 城口氏     

        

中谷賞奨励賞 高橋氏            中谷賞奨励賞 伊野氏 

集合写真 

 

受賞者・受領者の皆さん 

ご講演 

        

中谷賞大賞 野地氏        長期大型研究助成 佐久間氏 
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令和元年度トピックス 長期大型研究助成 
長期大型研究助成の第３回助成を開始 －「次世代臨床生体計測ネットワーク拠点」を東京大学に設立－ 
平成 29 年に開始した「長期大型研究助成」の第３回として、東京大学臨床生命医工学連携研究機構の佐久
間一郎機構長による同機構への「次世代臨床生体計測ネットワーク拠点」設立を採択し、令和２年 3 月に贈呈
式を行いました。併せて佐久間機構長、東京大学の津本浩平教授、中谷財団の家次恒代表理事による鼎談を
行い、この模様は日経メディカル誌７月号に掲載されました。4 月の正式発足後、新型コロナウイルスの影響で遅
れましたが、11月にはオンラインにてキックオフ・シンポジウムも開催され、着々と活動を進めています。 
本助成は他の研究助成とは一線を画し、新たな研究部門を立ち上げて既存の枠を超えた先進的・融合的な研究
を行うため 5 年間で総額 3 億円を助成するというもので、第 1 回助成による京都大学高等研究院「医学物理・
医工計測グローバル拠点」（田中求教授）、第 2回助成による奈良県立医科大学「生体 5次元インフォマティク
ス国際統合ハブ」（佐藤匠徳教授）が活動中です。 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
令和元年度トピックス 技術交流助成 
留学プログラム【海外留学】成果報告会 
2019度より留学プログラム【海外留学】では、助成修了者による成果報告会を、年に 1回開催することとしまし
た。 
第一回目は、2019年 7月 24日に中谷財団東京事務所（大崎）にて、3名の助成修了者にご出席いただ
き、報告発表を行っていただきました。 自己紹介、留学先での研究内容・成果、今後の研究活動について発表し
ていただき、審査委員や他の発表者から積極的な質問、コメントがありました。 
発表後は、昼食を取りながら、さらに活発な情報交換を行い、事務局も最新の海外留学事情などをお聞きすること
ができ、とても有意義な時間となりました。 
 

 

 

 

 

記者会見に臨まれた、左より東京大学・佐久間一郎機

構長、斉藤延人医学系研究科長、宮園浩平理事

（研究担当）、中谷財団・家次恒代表理事、寶田馨

事務局長 

贈呈式にてご挨拶される佐久間一郎・東京大学臨床

生命医工学連携研究機構長 
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令和元年度トピックス 大学院生奨学金給付 
大学院生奨学金（給付型）事業 －奨学生 3期生 10名を決定、奨学生認定証授与式を実施－ 
平成 29年に開始した大学院生への給付型奨学金では、令和元年度は 3期生 10名を奨学生として採用しまし
た。 
この奨学金は、医工計測技術および関連分野で博士号の取得を目指し大学院入学を予定している方、および大
学院在学生に、博士前期課程は月額 10万円、博士後期課程は月額 15万円を、最長で 5年間（後期課程
4年の場合は最長 6年間）、前期課程～後期課程を通して奨学金を給付するものです。令和元年度は 4月か
ら募集を開始し、審査委員会による書面審査、面接審査を経て、理事会で承認された奨学生 10 名に対し、事
務局長より奨学生認定証を授与しました。 令和 2年 1月には奨学生 1期生～3期生を対象に「施設見学会」
を兵庫県で開催し、財団の出捐企業であるシスメックス株式会社の研究開発拠点テクノパーク、および大型放射
光施設 Spring-8を見学しました。なお 2月に予定していた「奨学生の集い」は、新型コロナウイルス感染防止のた
め、開催を中止しました。 
今後も財団は、奨学生が研究者として成長され、研究成果を上げられることを期待し、継続して支援していきます。 

奨学生認定証授与式（令和元年 11月） 奨学生施設見学会（令和 2年 1月） 

於シスメックス株式会社テクノパーク 

 
令和元年度トピックス 国際学生交流プログラム 
夏季短期留学を欧州、春季短期留学を米国で実施。翌年以降に向けジョージア工科大との契約締結。 
2016年に開始した夏季短期留学（Nakatani RIES)の累積修了者数は日学生 43名、米学生 38名、独
学生 12名となりました。学部学生のうちに海外で研究を実体験できると同時に、志を共有できる仲間と出会うよ
い機会となっています。令和元年度は独ハイデルベルグ大、カールスルーエ工科大の独学生 12名と日学生 12名
の交流となりました。夏季短期留学の修了者から選抜された 4名の日学生が春季短期留学（アドバンストプログ
ラム）でハーバード大、エール大、ジョージア工科大、カリフォルニア大デービス校で約 2 ヵ月のより本格的な研究を
行いました。 
令和 2年度以降、米国との夏季短期留学を再開するためジョージア工科大との間でパートナー契約を在アトランタ
日本国領事館の首席領事にもご臨席頂き調印しました。全国から選抜された日学生とジョージア工科大の学生が
交流していくことになります。 

       
独への短期留学中の日学生       ハーバード大学での日学生の研究風景     ジョージア工科大との調印式 
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令和元年度トピックス 科学教育振興助成 
成果発表会を開催 
児童・生徒が取り組んできた研究や活動内容を発表する機会の提供を目的に毎年 12月に東西 2会場に分かれ
て開催しています。当成果発表会に参加することにより、児童・生徒のモチベーションアップやその後の成長につなが
っていると指導の先生方からも好評を得ています。 
 
今年度は東西両会場あわせて、前年度の約 300 名を大幅に上回る 455 名の参加があり、活発で盛況な発表
会となりました。また、各都道府県及び政令指定都市の教育委員会からも参観を頂きました。 
特別講演は、西日本大会には前年東日本大会でご講演いただいた東京大学総合研究博物館 遠藤秀紀教授、 
東日本大会では 2016 年ノーベル生理学・医学賞を受賞された大隅良典先生にそれぞれご講演をいただきました。 
質疑応答では日本を代表する先生方に、児童・生徒が直接質問出来る貴重な機会を提供することができました。 
 
詳細は以下の通りです。 
[ 西日本大会 ] 
日時  :  2019年 12月 22日 11時 50分～17時 30分 
場所  :  岡山コンベンションセンター（岡山駅前） 
特別講演 :  遠藤秀紀 教授（東京大学 総合研究博物館） 

[ 東日本大会 ] 
日時  :  2019年 12月 26日 11時 50分～17時 30分 
場所  :  伊藤謝恩ホール（東京大学内） 
特別講演 :  大隅良典 栄誉教授（東京工業大学科学技術創成研究院） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

西日本大会風景 東日本大会風景 
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令和元年度トピックス 広報活動 
メディアセミナーを開催 
財団では、あらゆる機会を通して中谷財団への理解と認知活動に努めています。 
その中でも、新聞、雑誌、テレビ、Webなど様々なメディアの科学担当記者の方々に対して、中谷財団の活動を周
知するとともに先端的な話題を提供する目的で「メディアセミナー」を年 2回開催しています。 
2019年度は、科学教育振興助成と中谷賞の 2分野の活動についてのセミナーを実施しました。 
 
・2019年 10月 8日 「幕末以来の教育改革」～新しい学習指導要領改革について～ 
講師：公益財団法人 才能開発教育財団 顧問 安威 誠氏 

・2020年 2月 13日 「新技術 デジタルバイオ分析法」～インフルエンザウイルスを１粒子から検出～ 
講師：東京大学大学院工学系研究科応用化学専攻 教授 野地 博行氏（第 12回中谷賞大賞受賞者） 

 
2月 13日 セミナー風景 

 

 

 

令和元年度トピックス 医工計測技術に関する情報の収集及び提供事業 
医工計測技術の動向調査報告書（続編）を発刊 
昨年度（平成 30 年度）に公開した医工計測技術の動向調査報告書『良く生きるための医工計測技術』の続
編として、『現代医療に活用されている医工計測技術』を発刊しました。 
前号の第１部（現代医療の「質」の向上に貢献した医工計測技術と今後の課題）で取り上げていただいた医工
計測技術の原理、現状、将来性に関し、より広汎な読者にも分かりやすい入門編としてあらためて編纂いただきま
した。 
金沢工業大学の鈴木良次先生の監修のもと、新たに専門の先生にも加わっていただき、16 名の先生方にご執筆
いただきました。 
現在活用されている様々な医工計測技術（身体の中を診る技術、血液・細胞を診
る技術、脳を診る技術、他）の原理、臨床的意義などについて解説いただきました。
また、これからの医工計測技術として、光計測、バイオセンサ、一分子計測の技術につ
いて取り上げていただきました。最後に、医工計測技術の今後として基礎研究と臨床
研究のそれぞれの立場から提言をいただいております。 
ご執筆いただいた先生方には、お忙しい中多くのお時間と執筆の労をいただきありがと
うございました。 
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令和元年度（第 12 回） 
中谷賞研究概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

大賞 

デジタルバイオ分析法 

（東京大学大学院工学系研究科応用化学専攻 教授 野地 博行） 

 

奨励賞 

シングルセル電気化学イメージング技術の創成 

（金沢大学新学術創成研究機構ナノ生命科学研究所 教授 高橋 康史） 

培養組織の計測に向けた電気化学イメージングデバイスの開発 

（東北大学大学院工学研究科 准教授 伊野 浩介） 

生体１分子計測技術の開発：蛋白質の動態観察から核酸定量計測への発展 

（理化学研究所細胞システム動態予測研究チーム 
 チームリーダー 城口 克之） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意 所属等は助成研究実施時または執筆された当時のものです。 
 

令和元年度（第 12回） 

中谷賞 研究概要 
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デジタルバイオ分析法 
 

東京大学 工学系研究科 

応用化学専攻 

教 授  野地 博行 

 

 

 

 

 

１．はじめに 

バイオ分析の分野において、デジタル化の流れが

加速している。ここでいう「デジタル化」とは、計

測やデータ処理に電子機器を用いるという意味

ではなく、計測値をデジタル化（＝二値化）する

ことを指しており、本来「デジタル化」が意味す

ることに沿っている。デジタルバイオ分析法は、

バイオ分子の酵素活性などに由来する信号を 2値

化し、「1」の信号が得られる頻度から対象分子の

数を決定する定量分析手法である 1)。いうまでも

なく、デジタル化が可能となる理由は分子の数が

本質的に離散的であるためである。一般に、分析

手法の感度が向上し、試料体積が微量化するにつ

れて、測定値は必然離散的になる。単位容積当た

りの平均分子数を求める場合、毎回の計測値は離

散的にバラつき、その平均値として濃度が求まる。 

我々は、多数かつ均一径の微小溶液リアクタアレ

イをアレイ状に並べるデバイス技術を開発し、これを

基盤として 1 分子単位の酵素アッセイ法を確立した。

この技術を応用することで検出感度が PCRに匹敵す

る ELISA 法を開発し、その後インフルエンザ粒子の

１粒子デジタル計測報など多数のアッセイをデジタル

化することに成功した。本項では、我々のデジタルバ

イオ分析法の開発の背景や、その原理、応用などを

振り返りながら、この手法の将来像を探りたい。 

 

２．1分子計測技術とデジタルバイオ分析法 

デジタルバイオ分析法は、1 分子計測技術の一つ

である。実は、1 分子計測の分野ではデータ解析に

おける２値化自体は歴史が長い。たとえばイオン

チャネルの１分子計測では、イオン透過路の開閉

にともなう電流値の矩形波が見られる。電流値を

二値化し、高コンダクタンス状態と低コンダクタ

ンス状態の頻度や寿命を解析することで、状態遷

移に関する速度論的解析が可能である。また、蛍

光色素の１分子イメージングにおいても、蛍光強

度の二値化に基づく解析は行われている。例えば、

リガンドを蛍光標識しその 1分子イメージングを

行うと、リガンドの結合と脱離にともない蛍光強

度が２状態遷移する。その頻度からリガンド結合

令和元年度（第 12回） 
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に関する速度論的解析が可能となる。次世代シー

クエンサーの一部においても、DNA合成酵素によ

る蛍光性ヌクレオチドの取り込みに伴って得ら

れる蛍光強度を二値化している。私自身、ATP合

成酵素の F1-ATPase と呼ばれる回転分子モーター

の１分子解析を長年研究してきており 2),3)、この

研究においても測定値を二値化して解析するこ

とが多い。 

それでは、これまでの 1分子計測技術とデジタ

ルバイオ分析法の違いはなんであろうか？端的

に言えば、これまでの 1分子計測技術とは異なり、

微小な反応空間でアッセイすることで、これまで

測定対象となってこなかった一般的な酵素にま

で測定対象を広げた点にある。初期の 1分子計測

で計測対象となったのは、明瞭な電気的信号を発

生するイオンチャネル、大きな構造変化を伴った

運動をする分子モーターなど、比較的特殊なタン

パク質であった。その後、蛍光性リガンドの開発

及び 1 分子蛍光イメージング法の出現によって、

タンパク質への結合解離の計測が可能となり適

応範囲が広がった。しかし、それでも通常のバイ

オアッセイで用いられる酵素反応をそのまま検

出することは難しい。生化学的な酵素アッセイで

は、反応生成分子の分光学的信号、すなわち吸光

度や蛍光などを測定する。反応生成分子は、酵素

分子から解離した後は速やかに拡散してしまう

ため、そのままではその信号を定量的計測するこ

とは困難である。これが、デジタルバイオ分析法

において微小な溶液リアクタが必要となった背

景である。 

 

 

図１：通常酵素アッセイ（アナログ）と比較したデジタルバイオ分析の概念図。反応空間を多数の区画に分画し、確

率的に酵素を 1 分子単位で封入する。反応空間が十分に微小であれば、酵素によって生成される反応生成分子が濃

縮され、通常の顕微鏡で計測できるほどの信号値が得られる。この時、酵素濃度が十分に低ければ、ほとんどのリ

アクタは空で信号を発しない。一方で、酵素を封入したリアクタからはある閾値以上の信号が得られる。測定信号

値を二値化して、「１」の信号を発するリアクタを数えることで酵素もしくは酵素標識されたターゲット分子を定量

する。一般には、酵素による触媒反応で蛍光を発するフルオロジェニック反応を用いて、蛍光性のリアクタとして

分子数を定量する。 
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3．デジタルバイオ分析法の基本原理 

通常のバイオアッセイでは、多数の分子を含む

溶液全体から平均化された信号を計測する。一方、

デジタルバイオ分析法では、各分子からの信号を

個別にとる。概念的には、平均分子数が１個以下

になるほど小さなリアクタに分画し、各リアクタ

を個別に分光測定することを意味する(図 1)。得ら

れた信号は０と１に二値化する、１の信号を示す

リアクタ数から分子の数を定量する。 

デジタルアッセイを実現するには、カメラなど

の測定装置で検出するのに十分な信号を各リア

クタが発する必要がある。このためにはどうすれ

ばよいだろう？そもそも、いままでの条件で 1分

子感度は達成できないのだろうか？増幅反応が

無限に起これば 1 分子検出は可能なはずである。

実際、指数的に DNAを増幅する PCRでは、通常

の溶液体積(>1L)でも 1 分子の鋳型 DNA からの

増幅反応が確認できる。 

これに対し、時間に比例して信号が増幅される

酵素アッセイでは 1分子検出は容易でない。平均

的な酵素は１秒間におよそ 10回反応を触媒する。

このとき、反応生成物の分子数は１分間で 600分

子増加する。これは、1 mL 中では 1 aM (=10-

18M)/minの時間変化に相当する。分子に蛍光があ

ったとしても検出は実質的に不可能である。この

条件では、一般に蛍光検出可能な濃度(nM)に到達

するには 2000年近くかかる。 

反応速度が毎秒 10 回程度の酵素の活性を検出

するには、大きさが μm 単位の溶液リアクタが必

要である。1μm立方は 1 fL (=10-15L)に相当し、そ

の中に 600分子を閉じ込めるだけで 1 μM (=10-6L)

になる。これだけの濃度であれば分子が蛍光を持

つとき顕微鏡で容易に検出可能となる。このよう

に、反応空間を非常に微小化することで容易に酵

素 1分子のアッセイが可能となる 4),5)。 

4．検出感度 

ただし、1 分子検出が可能であるということと

検出感度が優れていることは、必ずしもイコール

ではない。例えば、体積 Vのリアクタに 1分子の

酵素が存在し、その存在を検出できたとすると、

そのときの酵素の濃度は 

1
𝑉𝑉 ∙ 𝑁𝑁𝐴𝐴

 

である。NAはアボガドロ数である。体積 1 fL の

リアクタを作成できたとしても、リアクタが１つ

しか無い場合、たまたまそのリアクタに分子が捕

捉されない限り検出できない。再現性よく検出す

るためには 1.6 nMの濃度が必要で、通常の蛍光計

測とあまり差が無い。ここから検出感度を向上さ

せるにはリアクタの数を増やす必要がある。すな

わち、n 個のリアクタを同時に計測することで検

出できる濃度は n倍下がる。 

1
𝑉𝑉 ∙ 𝑁𝑁𝐴𝐴 ∙ 𝑛𝑛

 

1 fLのリアクタを 100万個用意出来れば、感度は

1.6 fM (10-15M)となり、通常の溶液計測の感度を大

幅に凌駕することができる。 

デジタルアッセイの検出感度が優れている理

由はもう１つある。識別しなければいけない「０」

と「１」の信号の差が、濃度に依存しないという

点である(図 2)。通常のアナログ計測の場合、試料

濃度が低くなるにつれ、測定値は試料濃度 0の時

と比べて差が小さくなる。一方、デジタルアッセ

イでは、「０」の空リアクタと「１」のリアクタの

間の信号強度の差は試料濃度に依存しない。その

ため、測定感度はカメラなど測定装置の性能に依

存しない。ポイントはいかに多くのリアクタを多

数作成し、それを測定するかとなる。 
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5．ダイナミックレンジ 

リアクタ数は、定量計測できる濃度範囲（ダイ

ナミックレンジ）においても重要である。通常の

デジタル分析法では、数千からから数百万個のリ

アクタを計測する。この場合、ダイナミックレン

ジも 3桁から６桁になるだろうか？実は、デジタ

ルアッセイで定量計測できる濃度範囲は、リアク

タ数より 1桁ほど小さい。デジタルバイオ分析法

では、ターゲット分子を確率的に封入する。この

とき、ターゲット分子の濃度から推定されるリア

クタあたりの平均分子数がλのとき、リアクタに

k 個の分子が封入される確率は以下のポアソン分

布で表される(図 2右)。 

𝑃𝑃𝜆𝜆(𝑘𝑘) =
𝜆𝜆𝑘𝑘 ∙ 𝑒𝑒−𝜆𝜆
𝑘𝑘!  

チャンバーあたりの平均分子数λ=１のとき、リ

アクタに 0個もしくは１個の分子だけが封入され

る確率はそれぞれ 37%で、２個以上の分子が封入

される確率は 26%程度となる。実際のデジタルア

ッセイでは、「０」以上の信号はすべて１と見なし

ている。したがって、実際には𝑃𝑃𝜆𝜆(𝑘𝑘 = 1)ではなく、

「１以上」の確率 

𝑃𝑃𝜆𝜆(𝑘𝑘 ≥ 1) = 1− 𝑒𝑒−𝜆𝜆 

を求めている。つまり、𝜆𝜆~1では濃度を低めに見
積もってしまう(図 2 左)。2 個以上の分子が封入

される確率がある程度無視できるのは、実質的に

𝜆𝜆 < 0.1の濃度範囲である。そのため、リアクタ数
が n個のとき、デジタル計測できる濃度範囲の桁

数は n/10で除した桁数となる。 

 

6．微小リアクタ 

デジタルバイオ分析法において技術的な基盤

となる微小リアクタ技術について、我々自身の研

究開発の経緯に沿って以下に説明する。 

・第一世代システム：PDM S微小リアクタ 

2005 年に私たちが最初に開発した微小リアク

タは 5),6)、表面にμm サイズの凹みを持つ PDMS

シートとガラスの間に溶液を挟み込んだもので

ある（図 2 1A）。この中に 1分子の βガラクトシ

ダーゼ(β-gal)分子を封入し、その活性を検出した

（図 2 1B）。このアッセイでは、β-galによって加

水分解されると蛍光を発する基質を用いている。

これによって、各リアクタに蓄積する蛍光分子に

よって明瞭な信号が得られた。この実験は、回転

分子モーターF1-ATPase の化学力学変換効率の計

測にも応用された(図 3 1C)7)。PDMSはマイクロ化

学分野では汎用されるシリコーンゴムであり、加

工が容易である。我々が作成した PDMSシートも

加工技術としては平凡なものであったため、我々

の発表後この手法は様々な 1分子実験に応用され

た。Harvard大学のWaltらは、β-galをプローブと

して用いた 1 分子 DNA 検出や阻害剤効果の計測
8)を発表している。また、Harvard大学の Xieらは、

細胞内 β-gal発現 1分子計測やDNAシークエンス

への応用 9)を発表している。しかし、この手法は

実用性を考えるといくつかの問題があった。特に

図 2：デジタルバイオ分析における陽性信号を発する

リアクタの割合（左）及び、リアクタ中のターゲット

分子数のポアソン分布。λはリアクタあたりのターゲ

ット分子の平均数λ、k は実際にリアクタに封入され

る分子数を意味する。ポアソン分布は、各λの条件に

おいて、各 kに対する離散的確率として与えられる。 
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大きな問題は、PDMSのシステムは溶液を封入す

るためには、PDMSシートをガラス基板に機械的

に押し付ける必要があった点である。これが原因

で、多数の微小溶液チャンバーを再現性よく作成

することが難しいという問題があった。 

・第二世代システム：ドロプレットアレイ 

2010年、PDMS型のチャンバーシステムの弱点

を改善するため、簡便な操作で再現性よくチャン

バーを作成する手法を開発した (図 3 2A) 10)。こ

この手法は第一世代とは異なり、溶液をポリマー

シートのような個体で覆うのではなく、オイルに

よって水溶液ドロプレットを封入する。フッ素系

の撥水性ポリマーでガラス表面を覆った後、O2プ

ラズマでポリマーシートにミクロンサイズの穴

を空ける。こうすると、親水的なガラス表面を底

面に有するミクロンサイズの凹みが作成される。

このデバイスの上部から液体を「水溶液→フッ素

系オイル」の順に送液すると、凹みにミクロンサ

図 3：各世代のデバイス及びその応用例。1A；第一世代デバイス。PDMSシートを加工して作成。1B及び 1C；PDMSリ

アクタを用いた初期の 1分子酵素アッセイ及び F1-ATPaseモーター分子解析への応用例。2A; 第二世代リアクタ。

フッ素系ポリマーシートを塗布したガラス基板を加工して作成。上部がオイルであるため、マイクロピペットを用

いて各リアクタの内容物を回収することが可能。2B; デジタル ELISA法の模式図。２C；デジタル無細胞遺伝子発現

及びピペットを用いた DNA回収によるスクリーニング技術の概念図。3A; 第三世代デバイス。脂質二重膜を上部に

展開した脂質二重膜チャンバー(ALBiC)。3B；ALBiC を用いた膜輸送体タンパク質を 1 分子計測。3C；ALBiC 改変し

て開発された均一径ドロプレット・リポソーム作成法。 
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イズの溶液ドロプレットが形成され保持される。

PDMSチャンバーと異なり機械的操作が無いため、

広い面積に対して均一に操作することができる。

このため、一度に 100万個以上のドロプレットア

レイを再現性よく作成することができる。このチ

ャンバ−を用いることで、より簡便に 1 分子酵素

アッセイを実施することが可能となり、実用性が

格段に改善された。以下で紹介するデジタル

ELISA などほとんどのデジタルバイオ分析法で

は、このドロプレットアレイシステムが利用され

ている。なお、最近ではデバイス内部の湿度を制

御すればオイルではなく空気でも孤立型のドロ

プレットアレイが作成でき、1 分子酵素アッセイ

も容易であることが確認された 11)。オイルに溶け

出すような基質を用いる系にも利用が広がって

いる。 

・第三世代システム：膜チャンバーアレイ 

これまでのチャンバーシステムは、可溶性の酵

素計測のためのシステムであるが、ここで紹介す

る第三世代システムは、膜タンパク質の計測を目

的としたシステムである 12),13)。第二世代のドロプ

レットチャンバ−は、界面が水と油である。この界

面を両親媒性の脂質分子レイヤーで安定化させ

た後に水溶液を導入すると、新しい水-油界面にも

脂質分子レイヤーが形成される。この２つの脂質

分子レイヤー同士を接触させれば脂質二重膜が

形成されることが予想される。このアイデアに基

づき、ドロプレットチャンバーに「水→油→水」

の順に送液し、油に脂質分子を可溶化させた。す

ると、予想通りに脂質二重膜が上部に広がったチ

ャンバ−のアレイが作成された (図 3 3A) 13)。我々

はこれを Arrayed Lipid Bilayer Chamber（ALBiC）

と名付けた。ALBiCの有効性と機能を確認するた

め、受動輸送体として αヘモライシン、能動輸送

体として ATP 合成酵素を脂質二重膜に再構成し

て活性測定を行った（図 3 3B）。再構成する ATP

合成酵素の濃度を希釈していくことで、最終的に

1分子毎の輸送活性計測に成功した。この手法は、

その後脂質輸送タンパク質の 1分子デジタル計測

にも利用されている 14)。また、この手法を改変す

ることで、水溶液ドロプレットをデバイスから遊

離させ、通常のマイクロ流体デバイスでは作成が

困難なμmサイズの均一径ドロプレットを調整す

る事もできている。この均一径ドロプレットは均

一径リポソーム作成にも応用された（図 3 3C）15)。

このように、ここでは便宜上第一世代から第三世

代として紹介したが、実際には様々なバリエーシ

ョンが開発され、測定項目や研究目的に応じて使

い分けられている。 

 

7．デジタルバイオ分析法の応用例 

以下、実際のデジタルバイオ分析法の代表的な

ものを紹介する。 

・デジタル ELISA 

現在、最も社会実装が望まれているデジタルバ

イオ分析法である。ELISA 法（Enzyme-linked 

Immunosorbent assay）は、その名の通り酵素標識

した抗体をターゲットに結合させ、ターゲット分

子とともに分離された抗体–酵素複合体の量を、

酵素反応による反応性生物の量から見積もる手

法である。デジタル ELISA法においても、基本的

アッセイのプロトコルは同じである、最後の酵素

反応の検出ステップにおいて、微小溶液デバイス

を用いたデジタル計測を行う（図 3 2B）。我々が

実施したデジタル ELISA法では、前立腺腫瘍マー

カーである PSA タンパク質をターゲット分子と

し、これに対する抗体を用いてアッセイ法を開発

した 16)。その結果、研究室環境で行う通常の

ELISA法と比較して、10万倍以上の高感度化が確

認された。この手法は、発表後直ちに民間との共
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同研究へと発展し、様々な測定項目（臨床診断薬

におけるターゲット分子）においてデジタル化の

有効性の確認が行われている。その結果、試され

た殆どの測定項目において最高感度の臨床診断

薬と比較して 100倍以上の高感度化が確認された。

現在、新型コロナの検査薬として抗原検査法が用

いられているが、検出感度などの点で RT-PCR法

より大きく劣ることが問題となっている。デジタ

ル ELISA法が導入されれば、RT-PCR法並もしく

はそれ以上の感度を有する抗原検査法の確立が

期待できる。 

・デジタルインフルエンザ粒子計測（DViC） 

もう一つの例として、インフルエンザウイルス

の酵素活性を利用した検出法を紹介する 17)。イン

フルエンザは、構造タンパク質としてノイラミニ

ダーゼ活性を有する突起状の構造体を１粒子あ

たり 50-100個程度もつ。これは、50-100分子の酵

素クラスターとみなすことができる。ノイラミニ

ダーゼ活性によって切断されると蛍光を発する

基質はすでに開発されており、市販されている。

この基質をインフルエンザウイルス粒子溶液と

混合しデバイス封入すると、酵素と同様に量子化

した蛍光信号が得られ、インフルエンザウイルス

の一粒子検出が可能であることが確認できた。測

定の結果、ウイルス粒子の定量の基本単位である

PFU値（感染性ウイルス粒子数）より数十倍多い

粒子が検出され、ウイルス粒子は非常に不均一で、

感染性の粒子割合は数%しかないことが示された。

本手法の実用性を探るため、市販されているペー

パークロマトグラフィー法と比較した結果、少な

く見積もっても 1000倍の高感度化が確認された。

現在、この手法においても社会実装化が強く期待

されている。 

・デジタル遺伝子発現法に基づく酵素スクリーニ

ング技術 

ここで紹介するのは酵素スクリーニング技術

である。微小溶液リアクタに無細胞遺伝子発現シ

ステムを封入すると、1分子 DNAから転写・翻訳

され合成されたタンパク質の定量評価ができる。

そこで、無作為に遺伝子変異を導入した DNA 混

合溶液（DNAライブラリ）を用意し、これを確率

的に 1分子単位で微小溶液リアクタに封入させる

ことで、極めて多種類（1-10万種類）の変異型タ

ンパク質を発現・評価することができた（図 3 2C）
18)。第二世代のデバイスでは、各溶液はオイルで

封入されているため、上部からマイクロピペット

を近づけてピペット内部を陰圧にするだけで、各

リアクタの溶液を回収することが可能である。こ

れによって、優れた特徴を有するタンパク質を発

現しているリアクタから DNA分子を回収・解析

するスクリーニング技術が確立できる。我々は、

この手法をデジタル ELISA 等のバイオアッセイ 

で汎用されている ALP（アルカリフォスファター

ゼ）の高活性型変異体のスクリーニングに応用し、

10 倍以上の高活性変異体を多数所得することに

成功した 18)。このように、視点を変えて様々な生

化学反応を機能的にリアクタ内部に再構成させ

ることで、微小リアクタの応用範囲は飛躍的に拡

大すると思われる。 

 

8．デジタルバイオ分析法の今後 

ここまで紹介した通り、微小溶液チャンバーを

用いた一分子デジタル計数法は、原理が単純であ

るために極めて応用性が広く、我々のみならず現

在は世界中で同様のコンセプトの分析法やデバ

イスの提案がなされている。そのため、その将来

展望全体について紹介するのは別の機会とした

い。ここでは、デジタルバイオ分析法に限定して

簡単に私見を述べたい。 

デジタルバイオ分析法の社会実装を考えたと
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き、一つの技術的ポイントは如何にして低コスト

のデバイス作成技術を確立させるかである。私の

研究室では、主としてフッ素系ポリマーを用いた

系を用いているが、射出成型で生産可能な部材を

用いたアッセイ系など安価なデバイス開発が重

要であると思われる。また、デバイスへの送液に

関しても、自動化や POC に適した手法の確立が

望まれる。加えて、デジタルバイオ分析法を臨床

診断薬へ応用する場合、試料となる血液・鼻腔ぬ

ぐい液・唾液・涙・尿などの前処理のデバイスと

の一体化も重要となる。また、新型コロナの検査

においても問題となっている偽陽性や偽陰性低

減化も極めて重要な課題である。この問題を解決

するには、デバイスや測定装置などのハードウェ

アのみならず、酵素や人工基質などの改良が必須

である。 

本稿では、微小リアクタ中で酵素アッセイを行

うデジタルバイオ分析法を中心に紹介した。今後

は、発想の異なるデジタルバイオ分析法の出現も

期待される。すでに、孤立させた微小リアクタを

用いないデジタルバイオ分析法が開発されてい

る 19)。我々も、酵素を用いないデジタルバイオ分

析法 20),21)を開発した。いずれも、改良点があるが、

発展が期待される。 

また、微小リアクタそのものを高機能化させる

方向も検討されている。デジタル遺伝子発現はそ

の一つの流れとみなすことができる。今後は、リ

アクタそのものに情報変換・物質変換などの機能

を搭載させることや、特定の分子を濃縮・排出す

るような能動的機能をもたらす事も期待される。 

リアクタ自身の高機能化と、搭載する酵素・化

合物・反応系などの高機能化が両輪となって、現

在とは様相が異なる微小リアクタ工学技術が勃

興することを期待したい。 
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１．はじめに 

 イメージング技術の開発は、細胞生物学の発展

に不可欠である。中でも、細胞内のオルガネラを

鮮明に可視化できる超解像度顕微鏡、組織深部の

計測が可能な 2光子励起顕微鏡をはじめとする顕

微鏡技術の開発には目を見張るものがある。これ

らの技術は、ケージド化合物やオプトジェネティ

クスなどとともに利用することで、試料の観察だ

けでなく、能動的に局所的な刺激や機能の制御が

可能である。このように、光学顕微鏡は、バイオ

イメージング技術にとって中心的な役割を担っ

てきた。一方で、顕微鏡技術の中でも、非常に先

端が尖った針状の探針（プローブ）を用いて、試

料表面の形状や物性を取得する走査型プローブ

顕微鏡（SPM）は、生体イメージングに広く利用

されてきた。特に、高速原子間力顕微鏡（高速

AFM）を用いた研究では、タンパク質の動態を直

接可視化することで、その機能が評価されている。

1) 

 著者は、SPMの中でも、形状イメージングだけ

でなく、局所的な試薬の投与や、細胞質の微小サ

ンプリングが可能なユニークな特徴を有する走

査型イオンコンダクタンス顕微鏡（SICM）や、細

胞由来の代謝物を電気化学的に計測し、電流値の

２次元イメージとして取得する走査型電気化学

顕微鏡（SECM）に関して、これまで 15年間研究

開発を進めてきた。その研究開発に開発に関して、

本稿にて紹介する。 

 

走査型電気化学顕微鏡（SECM） 

SECM は、電極半径 50 µm 以下のマイクロ電

極をプローブとして用い、試料表面を走査しなが

ら化学物質を酸化/還元し、電極の位置情報と得ら

れた電流値から試料表面での化学物質の濃度プ

ロファイルを取得する。細胞の計測に SECM を

適用させると、細胞の酸素消費量や、活性酸素種

の生成量、神経伝達物質の放出量などをイメージ

ング/計測可能である。マイクロ電極による計測で

は、計測分子の電子移動が十分速い場合に、球面

拡散に起因する定常電流が観察される。そのため、

令和元年度（第 12回） 
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化学物質の濃度を定量的に評価することが可能

となる。定常電流 Isは次式で示される。 

Is = 4nFc*Da 

a  電極半径 (cm) 

D 拡散係数 (cm2/s) 

c*  バルクでの反応物の濃度 (mol/cm3) 

n  反応電子数  

また、電流が小さいため IR ドロップの影響が

少ない。さらに、高速で物質移動を捉えることが

できる。物質移動速度は、次式で表される。 

m = D/a 

m  物質移動速度 (cm/s) 

a  電極半径 (cm) 

D  拡散係数 (cm2/s) 

このような特徴から神経伝達物質の放出をリア

ルタイムで計測するなどの応用がなされてきた。 

 

走査型イオンコンダクタンス顕微鏡（SICM） 

SICMは、電解液を充填した開口直径が 100 nm

以下のナノピペットをプローブとして用いて、試

料が存在する溶液中とナノピペット内に

Ag/AgCl電極を配置し、一定の電圧を印可するこ

とでイオン電流を計測する。この際に、ナノピペ

ット先端部でのイオンの流れを律速としたイオ

ン電流が観察される。このイオン電流をフィード

バックシグナルに利用して、試料表面のナノスケ

ールの形状を非接触かつ非標識で計測する（図１）

2)。また、ナノピペットを用いているため、単に形

状を取得するだけでなく、化学物質の局所投与や、

電気生理学計測、細胞質の局所サンプリングが可

能である。これらの特徴を活かして、これまで、

Imperial College London の Korchev 教授らは、

SICM を生細胞の機能性イメージングに利用し、

心筋細胞上のチャネル 3)や受容体のマッピング 4)

を実現している。これらは、免疫染色では得られ

ないチャネルや受容体の機能そのものを評価し、

大きなインパクトを与えた。著者は、Korchev教

授らと SICM と電気化学計測の融合技術の開発

を続けており、その研究内容に関して以下で紹介

する。 

 
図１ SICM の計測原理図と海馬と内耳細胞の

SICM による形状イメージ  

 

走査型電気化学・イオンコンダクタンス顕微鏡 5) 

SECM では、マイクロ電極を用いて、溶液中を

拡散する化学物質を検出するため、ほかのSPM 

と比べ解像度が低い。そのため、SECMの解像度

の向上を目指したナノスケールの電極作製を行

った。一般的なマイクロ電極の作製法は、貴金属

細線を電解エッチングする手法である。この手法

は、エッチングを行った細線をガラス管で封止し、

研磨を行う必要があるため職人技が要求される。

そこで、焼成カーボンをキャピラリー内に堆積さ

せる手法を開発した。ブタンガスを石英製のナノ

ピペットに充填し、先端部を加熱することで，焼

成カーボン層をナノピペット内に形成する。これ

まで10 nm 以下の電極が作製した。この手法は非

常に簡便であり、比較的簡単に電極を作製できる。 

ナノ電極の作製法により、電極そのものを微細

化は可能となったが、ナノ電極をSECMに利用す

る場合には、電極半径と同等の距離に電極と試料

RA
Rp
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を近接させながら電極の走査を行う必要がある。

このため、ナノ電極は従来のマイクロ電極よりも

取り扱いが難しく、電極を試料に近接させる電極

-試料間距離制御システムの導入が進められてき

た。これまで、シアフォース、原子間力顕微鏡

（AFM）、インピーダンスを利用した距離制御シ

ステムがSECM に搭載された。しかし、これらの

手法は，電極と試料との接触や解像度の問題があ

り、生細胞に適用した場合には、細胞の微小器官

などの細部を明瞭に識別しながら測定を行うこ

とは厳しい。 

そこで、SICMの距離制御システムをSECM に

搭載したSECM-SICMの開発を行った。まずプロ

ーブの作製として、リング電極複合型ナノプロー

ブおよびダブルバレル型カーボンナノプローブ

の2種類のプローブを開発した。リング電極複合

型ナノプローブは、細尖化したボロシリケイトガ

ラスピペットの外側に、スパッタ装置を用いて貴

金属を積層し、さらに外側全体に絶縁処理を施し

た。キャピラリーの根元部分に長さ約10 cmの銅

リード線を巻きつけ、銀ペーストを塗布しリード

線とスパッタ後のキャピラリーを接着した。その

後、銀ペーストを塗布した部分を熱収縮チューブ

で被覆した。キャピラリー先端部を電着塗料(エレ

コートAE-X、シミズ) を利用して絶縁処理を施し

た。絶縁が確認されるまで数回電着塗料の積層を

繰り返し、絶縁されたもののみを用いて次の工程

に進んだ。キャピラリー先端部を集束イオンビー

ムにより切断した。 

ダブルバレル型カーボンナノプローブは、CO2 

レーザープラー(P-2000, Sutter) を利用して細尖

化したθ型クオーツピペット（外径1.2mm、内径

0.9mm，Sutter）の片側に、ブタンガスを充填し

たのちに先端部を加熱することで、焼成カーボン

を形成する。その後、Agワイヤーを挿入し、カー

ボンとの導通を確保した。SICM用のピペットに

電解液を充填するとともにAg/AgCl電極を挿入し

た。作製したリング電極複合型ナノピペットとダ

ブルバレル型カーボンナノプローブの先端部の

FE SEM画像を図2示す。 

 

図 2 SECM-SICM に用いる複合型電極探針 

(a) リング電極複合型ナノプローブ (b) ダブル

バレル型カーボンナノプローブ 

 

我々の開発したSECM-SICM では、光学顕微

鏡では識別が困難な縁部分に形成された規則正

しい窪みが確認できた。実際に θ型プローブを

用いて、神経伝達物質の単一細胞レベル

での計測を行った。プローブのサイズが

100 nmほどであり、光学顕微鏡の分解能

を上回る解像度で神経細胞の形状イメー

ジを非標識で取得できた（図 3(a,b)）。さら
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に、ナノ電気化学顕微鏡では、化学物質の

局所的なインジェクションにも利用でき

る。実際に、局所的にPC12を刺激するた

め、SICMのバレルに 1.0 MのK+を充填し、

SICMのバレル側に電圧を印加して、細胞

への化学的な刺激を行った。すると、刺激

によりカテコールアミンの放出が誘導さ

れ、個々のベシクルの放出に応答したス

パイク状の電流シグナルを計測できた。

また、細胞全体を刺激する従来法と較べ、

スパイク状の電流シグナルの頻度が非常

に少なく、局所的にカテコールアミンの

放出を誘導できていることがわかる（図

3(c-d)）。このように、SECM-SICMを用い

ることで従来の単一細胞レベルで評価さ

れていた現象を、細胞の局所で計測が可

能となった。  

 

図 3 (a, b) SECM-SICM プローブを利用した

PC12 の形状イメージ(c) 単一細胞全体を刺激し

た際のカテコールアミンの電気化学計測 

(d)SECM-SICM プローブを利用した細胞の局所刺

激と電気化学計測 

 

プローブ型電気化学トランジスタの開発 6) 

独自開発した電極の微細化プロセスにより、ナ

ノスケールの電極が簡便に開発可能となったが、

化学物質のセンシングの感度に課題がある。通常、

微小電極を利用した計測では、ノイズ源となる容

量電流の影響が電極の微細化とともに減少する

ため、高感度な計測が可能となる。しかし、ナノ

電極では、電流そのものが小さくなりすぎて、一

般的な微小電流計測器では、この微小電流をとら

えることが困難なため、微小電流計測の感度の低

下を引き起こす。そこで、pH の変化に伴い導電

性高分子の電気伝導度の変化を計測する電気化

学トランジスタの開発を行った。 

電気化学トランジスタは、電気化学計測のよう

に一定の電圧を電極に印加して目的の化学物質

を酸化・還元した際の電流を捉えるのではなく、

化学物質の濃度に依存して生じる導電性高分子

の電気伝導度の変化をセンシングする。そのため、

ソース―ドレイン間に印可する電圧により、セン

シングシグナルを調整することが可能である。θ

形状のクオーツキャピラリーをレーザープラー

により先鋭化し、キャピラリー内にブタンガスを

充填した状態で先端部を加熱することで、ブタン

ガスを固体の焼成グラファイトとした。この焼成

グラファイトをそれぞれソース―ドレイン電極と

して利用し、ゲート部分には、ポリピロールを利

用した（図 4（a））。ポリピロールは、ソースとド

レインの電極に電圧を印加して、電界重合反応に

より形成した。ポリピロールは、pH の変化とと

もに導電性が変化することが知られており、pH

プローブとして利用できる。さらに、酵素反応に

より、化学物質の濃度に依存して局所的に pHを

変化させることで、化学物質の濃度変化を pHの

変化として計測することができる。 

Med
Med+

Electrochemical detection

Probe-sample distance regulation

Carbon

100 nm

55 nm

95 nm

200 nm175 nm100 nm100 nm

10 m10 m

Ion current Faradaic current

b

a

b

a

15 m

(a) (b)

(c)

(d)

b

a

b

a

(a) (b)

73



 

図 4 (a)ケミカル FET の作製方法と(b)メラノサ

イト由来の ATP 計測、(c)心筋細胞内の ATP 計測 

ATPを計測するために、ヘキソキナーゼをポリ

ピロール上にグルタルアルデヒドを架橋剤とし

て固定した。このケミカル FET を用いて、メラ

ノサイト近傍の ATPや、心筋細胞内の ATPを計

測したところ、ATP由来の応答を捉えることがで

きた(図 4(b,c))。今後は、SICMと融合させてケミ

カルイメージングを行いたいと考えている。 

 

ナノポア pH センサーの開発 7) 

電気化学トランジスタは、感度は優れているが、

時間分解能が低く、化学物質の濃度プロファイル

をイメージングできない。そこで、ナノピペット

を用いた pHセンサーを作製し、癌細胞表面の pH

を計測した。癌細胞は、pH を低く保つ微小環境

を形成し、優位に増殖することができる。特に、

癌幹細胞の存在は、癌組織を取り除いたとしても

数年後に癌細胞が増殖する癌の再発と密接にか

かわっており、細胞表面の pHを計測することは、

癌幹細胞の発見にもつながる。このような単一細

胞レベルでの pH計測を行うには、ナノスケール

の pHセンサーそのものの開発が必要である。さ

らに、イメージングを行うため、この pHセンサ

ーと走査型イオンコンダクタンス顕微鏡（SICM）

の融合技術の開発を行った。SICMは、電解液を

充填したナノピペット（先端開口半径 50 nm）を

プローブとして用いて、溶液中に存在する細胞の

表面形状を非接触で可視化する技術である。 

まず、ナノスケールの pHセンサーとして、ナ

ノピペットの先端部に pH感受性の膜を形成した。

この膜は、Poly-L-Lysineと Glucose Oxidaseを

混合して、グルタルアルデヒドにより架橋するこ

とで形成した（図 5(a)）。この混合物の見かけの

pKaに対応して、pHに応じて表面電荷が変化し、

イオン電流に整流作用が現れる。この現象を利用

して、イオン電流から pHの計測を行った。 

さらに、θ 型のガラスキャピラリーの一方をこ

の pHセンサにして、もう一方を SICMに利用す

ることで、pH と同時に形状の計測を行った。具

体的には、メラノーマ細胞の形状と pHの同時イ

メージングを行い、細胞の不均一性に依存して、

細胞表面の pHに違いがあることがイメージング

により明らかとなった（図 5(b)）。 

 
図 5 （a）pH と細胞表面形状の同時イメージング

技術の概要とプローブの作製方法 

(b) メラノーマ細胞の（左）形状と（右）pH イメ

ージ。スケールバーは，20 μm。 

(a) (b)

(a)

(b) (c)

(a)

(b)
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局所的な遺伝子回収・評価技術の開発 8) 

in situ ハイブリダイゼーション技術により、
mRNA の分布を蛍光イメージングできるように

なったが、生細胞内でのmRNAの分布は時々刻々

と変化しており、生細胞の刺激前後でのmRNAの

発現状態の変化を捉える技術が求められている。

そこで、SICMによる細胞の形状イメージの位置

情報を利用して、形状測定後に任意の点から細胞

質を回収し、RT-RealTime PCR を行うことで遺

伝子発現状態と位置情報をリンクさせた。 

 細胞質の回収と形状イメージングを両立させ

るため、θ形状のガラスキャピラリーを伸長して、

プローブを開発した。一方のバレルで計測される

イオン電流は距離制御に利用し、もう一方のバレ

ルは細胞質の回収に利用した。細胞質の回収をナ

ノスケールのピペットで行うことは、開口が小さ

いため、通常の陰圧によるサクション法では困難

である。そこで、電気化学的な原理を利用した細

胞質の回収技術を開発した。この回収では、細胞

回収用のバレルに有機溶媒を充填し、ピペット先

端部に形成される有機溶媒（ピペット内）と水溶

液（ピペット外）に電圧を印加した際に生じる界

面張力変化を利用した。回収量は、印可電圧、電

圧印可時間、溶液の粘性、溶液の導電性と密接に

関連しており、PBSと細胞質の回収では、明らか

な違いが見られた。 

本手法により、3T3細胞の βアクチンをコード

するmRNAである ActBの発現状態を評価した。
まず、形状イメージを SICMにより取得したのち

に、PC 上から任意の点を指定し、細胞質の回収

を行い、mRNAの発現状態を評価した。細胞体上

と、細胞の縁部部分から mRNA を回収して評価

を行ったところ、細胞の縁部分から ActB の発現

を確認することができた。このように、SICMに

よる細胞質の回収により、mRNAの発現状態を位

置情報とリンクさせることができた（図 6）。 

 
図 6 SICM による細胞の形状イメージと位置当為

的な mRNA 発現状態評価 

さらに、SICMの位置情報を利用して、複数の

カ所から細胞質を回収し、mRNAの評価を行うた

めに、スループットの向上を図った。通常は、１

つのピペットでは一カ所からの回収しかできな

かったが、回収した溶液を有機溶媒の相で挟み込

むことで、多層構造を実現した。また、各層に

DNA バーコードを導入することで、位置情報と

遺伝子情報をリンクさせることができ、また、各

層がタグ付けされているため、別々に評価せずに、

一度の PCRで評価することが可能である。 

 

高速 SICM の開発 9) 

 SICMでは、細胞表面のダイナミックな動きを

ナノスケールで捉えることが可能であるが、通常

１枚のイメージングに 20 minほど時間がかかっ

てしまう。エンドサイトーシスは、数十秒の時間

スケールで生じており、このダイナミックな形状

変化を捉えるには、測定の高速化が不可欠である。 

SPM では、ピエゾアクチュエータに電圧を加

え、その際に生じる形状変化を利用して、精度の

高い位置合わせを行う。このピエゾアクチュエー
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タの変異は、電荷量と密接な関りがあるため、高

速で駆動させるには、ピエゾアクチュエータに電

圧を印加するためのドライバーの大容量化や、容

量の小さなピエゾアクチュエータを利用するこ

とが挙げられる。また、SICMでは、凹凸の激し

いサンプルの計測を実現するために、ホッピング

モードと呼ばれる計測法が利用されている 10)。そ

こで、高速化を目指して、容量の小さなピエゾス

テージの選定と、計測アルゴリズムの改良を行っ

た。ピエゾアクチュエータは、XY方向で、6.8 uF, 

Z方向 1.4 uFの素子を利用した（図７）。さらに、

計測アルゴリズムの改良では、通常問題となるホ

ッピングの振幅をできるだけ小さくして（500 nm

以下）、細胞と水平方向の際に接触した場合に、ピ

ペットの位置を戻し、接触が起こらない大きな振

幅に一時的にすることで、試料との接触を回避し

た。 

 

 
図 7 計測時間の短縮化を目指したホッピング

モードの改良と EGF 添加後の細胞表面の変化 

 

これらの改良により、１イメージ 15 秒で取得

可能となり、細胞表面に存在する微絨毛のダイナ

ミックな動きを可視化することができた。さらに、

上皮成長因子(EGF)を加えると、微絨毛の形状が

数分単位で変化することが分かった。 

 

神経細胞のダイナミックな構造変化の可視化の

ための高速 SICM の開発 11) 

 神経細胞では、mRNAや受容体を微小管に沿っ

てシナプスまで届けるため、カーゴ状のベシクル

に内包されたこれらの分子が、キネシンによりシ

ナプスまで輸送されており、その過程でデンドラ

イトの構造も時々刻々と変化している。この変化

はこれまで蛍光顕微鏡により捉えられてきたが、

比較的大きな蛍光タンパク質により標識するこ

とがこの輸送に影響を与えることが危惧されて

いる。そこで、ラベルを行わずにこのカーゴ輸送

を直接可視化する技術の開発を行った。 

SICMは、細胞のナノスケールの形状を取得で

きるという特徴を持つが、イオン電流をフィード

バックシグナルに利用するため、イメージングの

速度が課題とされてきた。そこで、SICMの高速

化を行った。具体的には、高速で駆動するピエゾ

ステージ、微小電流計測器などのハードウェアの

実装に加え、高速イメージングを可能とするアル

ゴリズムの開発に取り組んだ。具体的には、２回

の連続したイメージングの画像からイメージン

グ中に生じる構造変化を把握し、次の構造変化を

予測して、イメージングを行う領域を選択する。

このことで、イメージング時間を約 1/2に短縮化

した。このアルゴリズムを用いることでカーゴ輸

送の様子を可視化することに成功した（図 8）。さ

らに、成長円錐のダイナミックな構造変化やシナ

プスの形成過程も可視化することに成功した。 
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図 8 形状変化を予想した連続イメージングアル

ゴリズムの概要 (a)SICM による形状情報から微

小管を識別 （b,c）細胞の存在する部分と存在し

ない部分の識別と高さのヒストグラム。(d)カー

ゴ輸送由来の構造変化の SICM による連続イメー

ジ 

 

３．まとめ 

SICM や SECM を利用した細胞のセンシング

の空間・時間分解能の向上を行い、さらにmRNA

の発現状態を細胞の位置情報とリンクさせるな

どの機能マッピングへの可能性を報告した。

SICMは、生細胞の形状測定に大変有効なだけで

なく、細胞に局所的な刺激を加えることや、回収

した細胞質を他の分析機器により評価できる。こ

れまでの単一細胞レベルのオミックス解析のス

ケールを、オルガネラレベルまで向上させること

が期待できる。 
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１．はじめに 

現在、薬物代謝や毒性試験には、マウスやラッ

トなどの実験動物を用いた試験が行われている。

動物実験は生体に近いデータが得られるため、薬

剤のスクリーニングにおける重要な知見を得ら

れる。しかしながら、ヒトと種が異なるため正確

な試験が行えないことが問題になっている。また、

欧米先進国の科学研究では、動物愛護の観点から

他方法への変更や使用動物数の削減を早くから

掲げられている。したがって、実験動物を用いな

い系の確立が求められている。実験動物を用いな

い薬剤評価方法として、培養細胞を用いた手法が

挙げられる。これにより、実験動物を使用せずに、

薬剤評価が可能である。また、ヒト培養細胞を使

用すれば、ヒトを再現した臓器を用いた薬剤スク

リーニングが可能になる。このような研究では、

生体様組織を作製する手法と、培養組織を評価す

る手法が求められている。 

生体様組織を構築するために、様々な再生医

療・組織工学の手技が開発されている。近年では、

微小流路内で生体を模した organs-on-a-chip が

開発されている。作製した臓器を評価する手法と

して、一般的に蛍光などの光学イメージングが用

いられている。しかしながら、細胞染色や細胞固

定化（生体を破壊する）が必要な場合があるため、

非標識で低侵襲かつ安価でリアルタイムな計測

システムが求められている。 

そこで、培養組織の評価に向けて電気化学計測

法が提案されている 1)-4)。電流計測に基づく電気

化学的手法では、例えば、培養組織からの分泌物

を電極上で酸化（還元）させて得られた電流値か

ら、細胞分泌物の量を見積もることができる。ま

た、電極に印加する電位で反応する物質が異なる

ので、適切な電位を用いることで大まかに選択的

な計測ができる。この手法により、神経細胞から

放出されるドーパミンや溶存酸素の消費（呼吸活

性）が計測されている。 

従来のチップ型の電気化学計測デバイスは、数

点の電気化学センサが配置されているだけであ

り、多数の培養組織をハイスループットに計測し

令和元年度（第 12回） 
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たり、イメージングしたりすることは困難な課題

であった。 

そこで、本研究では培養組織の活性を可視化

（イメージング）・ハイスループット計測できる

センサ集積電気化学イメージングデバイス・バイ

オ計測システムを開発した。具体的には、大規模

集積回路（Large Scale Integration：LSI）技術

を駆使して、高感度かつ高密度に電気化学センサ

を配置したデバイスを開発した 5),6)。以下に詳細

な研究内容について述べる。 

 

２．研究成果 

２.１. 電気化学イメージングデバイス 

この電気化学イメージングデバイスは、1 pA以

下の感度を有しており、電気化学センサ素子が

250 µm間隔で 400個設置されている（図 1A、1B）。

さらに各測定点で電位を制御できるモードがあ

り（図 1C、V1と V2モード）、後述するように複

数物質の同時の電気化学計測を可能にしている 7)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 電気化学イメージングデバイスの概要。（A）

デバイスの全体図。（B）センサ部分の拡大図。（C）

V1と V2モードの概要。Reproduced from Ref. 7. 

Licensed under CC BY 4.0. 

 

２.２. 培養細胞の電気化学イメージング 

 上述したように生体様培養細胞の計測は重要

な課題である。そこで、ミニ培養組織として、3

次元的に培養した球状細胞塊（スフェロイド）を

作製して計測した。例えば、胚性幹細胞（ES 細

胞）から作製した胚様体（embryonic body：EB）

をデバイスに播種して計測した。細胞の分化マー

カーであるアルカリホスファターゼ（ALP）を電

気化学イメージングしたところ（図 2A）、細胞の

分化状態を電流値に変換して可視化することに

成功した（図 2B、2C）8)。この電気化学イメージ

では、1つのピクセルが 1つのセンサから得られ

た電流値を表しており、電流値を擬似カラー化し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 ES 細胞から作製した EB の電気化学イメー

ジング。（A）ALP の計測スキーム。PAPP：

p-aminophenyl phosphate。PAP：p-aminophenol。

QI：quinone imine。（B）センサ上の EB の（B）

光学イメージと（C）電気化学イメージ。

Reproduced from Ref. 8 with permission from The 

Royal Society of Chemistry. 

 

電気化学イメージングデバイスを用いること

で、通常の光学イメージングでは見られない情報

を可視化（イメージング）できるため、培養細胞

評価において有用である。例えば、培養状態を非

破壊で計測できるため、細胞の品質管理などの応
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用が期待できる。現在では、この研究が発展して、

電気化学的な骨分化評価方法が世界中のグルー

プから報告されるようになっている。 

ES 細胞だけでなく、神経細胞評価への応用も

実施している。神経様細胞から放出される神経伝

達物質の計測にも成功しており（図 3A、3B）9)、

このことから、開発したシステムは細胞分泌物計

測に向けたバイオ計測プラットフォームとして

期待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 神経様細胞（PC12）の細胞塊から放出され

る神経伝達物質（ドーパミン）の電気化学イメー

ジング。（A）計測スキーム。（B）光学イメージと

電気化学イメージ。Reproduced from Ref. 9 with 

permission from The American Chemical Society. 

 

開発した手法はリアルタイムでの計測が可能

であるため、細胞塊のグルコース応答性を観察可

能にしている 10)。細胞分泌物だけでなく、細胞接

着性の評価も報告している 11)。電子を伝達する電

子メディエーターを使用することで、細胞内酵素

活性のイメージングにも成功している 12)。細胞ス

フェロイドだけでなく、3D バイオプリンタで作

製した培養組織の評価も可能である 13)。生体様組

織では血管組織が重要であるため、血管を含む培

養組織を計測し、薬剤効果における血管構造の寄

与を考察した 14)。また数値解析によるセンサ位置

と電流値の相関性も明らかにしている 15)。これま

でに述べた測定では、電流計測に基づく細胞計測

を報告したが、電位計測による ALP 計測も報告

している 16)。それら以外のバイオ計測として、微

小生物の活性評価にも世界で初めて成功してい

る（図 4）17)。 

 

 

 

 

 

 

図 4 微小生物の動態観察に向けた電気化学イメ

ージング。（A）計測スキーム。（B）ミジンコの光

学イメージと電気化学イメージ。Reproduced 

from Ref. 17 with permission from The American 

Chemical Society. 

 

２.３. 複数物質の同時の電気化学イメージング 

これまでは、単一の測定対象物の電気化学イメ

ージングを述べてきた。一方で、細胞の複雑なシ

ステムを理解するためには、様々な細胞機能を同

時にリアルタイムに計測する必要がある。そこで、

センサが高密度化されている利点を生かし、複数

物質を同時に計測できる手法を世界で初めて提

案した（特許第 6344775号（2018年、伊野ほか）

（図 5、次ページ）7）,18)。簡単に述べると、サン

プルをセンサ上に配置して（図 5A、次ページ）、

格子柄になるように異なる電圧を印加して計測

する（図 5B、5C、次ページ）。これにより、半分

のセンサで対象物 A を計測し、残りで対象物 B

を計測できる。 
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図 5 複数物質の電気化学イメージングのスキー

ム。（A）サンプルの配置図。（B）印加する電位の

マップ。（C）電気化学イメージの構築のスキーム。

Reproduced from Ref. 7. Licensed under CC BY 

4.0. 

 

開発した手法により、ES 細胞の呼吸活性、分

化活性の同時の電気化学イメージングに成功し

た（図 6）7)。ES細胞だけでなく、間葉系幹細胞

の骨分化の電気化学イメージングも報告してお

り 19)、様々な幹細胞への応用が期待できる。 

 

 

 

 

 

 

図 6 ES細胞の分化活性と呼吸活性の電気化学イ

メージング Adapted from Ref. 7. Licensed under 

CC BY 4.0. 

 

この研究成果をさらに発展させて、異なる酵素

を別々に塗り分けることに成功しており 20)、開発

したデバイスは様々なバイオ検出プラットフォ

ームとして期待できる。 

 従来の単一の電気化学イメージングでは得ら

れる情報が少なく、白黒テレビに例えられる。一

方、開発した計測手法は、複数の情報を取得でき

るため、カラーテレビに例えることができる（図

7）。したがって、電気化学イメージングにおいて

は、白黒テレビからカラーテレビへの変化と同様

にインパクトがあると考えており、本手法を電気

化学カラーイメージングと名付けている。 

 

 

 

 

 

 

 

図 7 電気化学カラーイメージングの概要。

Reproduced from Ref. 7. Licensed under CC BY 

4.0. 

 

３．おわりに 

本稿では、培養組織の計測に向けた電気化学イ

メージングデバイスの開発について述べてきた。

これらの成果は雑誌のカバーを飾っている（図 8）。

これらの研究は、バイオセンシングによる創薬開

発・再生医療につながる研究である。 

 

 

 

 

 

 

図 8 研究成果が載った学術雑誌のカバー。Left 

image: Reproduced from MYU. Licensed under 

CC BY 4.0. Right image: Reproduced with 

permission from The American Chemical Society. 

紹介した集積回路型デバイス以外にも、電気化

Sens. Mater., 31, 13, 2019 ACS Sens., 4, 1619, 2019
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学発光現象 21)を用いた電気化学バイオイメージ

ングも報告しており 22)、今後の発展が期待できる。 

一方で、細胞計測以外にも生体様組織構築を可

能にする電気化学デバイス・システムを開発して

いる。例えば、目的の形通りの 3次元的な細胞培

養足場の作製を目指して、電気化学反応に基づく

ハイドロゲル（細胞培養足場材料）の作製を達成

している（図 9）20)。これにより、3 次元的な細

胞足場材料の作製を可能にしている。これは従来

の 3Dハイドロゲルプリンタを凌駕する可能性を

有しており（プリント時間など）、今度の培養組

織作製への応用が期待できる。 

 

 

 

 

 

 

図 9 電気化学イメージングデバイスを用いた 3D

ハイドロゲルの作製。Reproduced from Ref. 20 

with permission from Elsevier. 

 

 細胞センシングだけでなく、材料表面の凸凹や

導電性の計測も可能であり、材料評価などの様々

な展開が期待できる 23)。 
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生体 1 分子計測技術の開発：蛋白質の動態観察から核酸定量計測への発展 

 

国立研究開発法人理化学研究所 

細胞システム動態予測研究チーム 
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１． はじめに 

  生命科学において、「１つ」を対象に研究する

ことはとても重要である。ヒトの個性は受精卵に

ある“１つ”のゲノムに規定されている部分があ

り、病気は１つの細胞の性質や１つの分子の特徴

から始まっていることもあると考えられる。これ

らの「１つ」を対象に研究をしていくためには、

「１つ」を調べることができる計測手法が必要で

ある。 

 私は、生体内で動くことによって機能を発揮

している“分子モーター”と呼ばれる蛋白質を

研究対象とし、蛋白質分子１つの動きを顕微鏡

で観察するシステムを開発し、その動作原理を

解明してきた。その後に研究分野を移り、多数

（1 億以上など）の核酸分子の配列を網羅的か

つ高速に決定できるシステム（次世代シークエ

ンサ）において、１つ１つの分子に“DNA 分

子バーコード”という目印をつけることにより、

核酸の数を高精度に定量できる手法を開発し

た。ここでは、私が実施してきたこれら生体１

分子計測技術の開発について概説する。 

 

２． モーター蛋白質ミオシン１分子の顕微

鏡動態観察 

1990年代に日本の研究者も中心となり、溶液

中の１つの蛋白質分子の機能を顕微鏡で観察

する技術が開発され、１分子のレベルで生体分

子機能の理解を目指すアプローチが世界的に

発展した。日本からは特に、モーター蛋白質と

呼ばれる、動くことでその機能を果たす蛋白質

の研究において、世界を先駆ける成果が次々と

発表された 1)。 

私が研究対象としてきたミオシンはモーター

蛋白質の一種であり、生体内のエネルギー通貨

である ATPのエネルギーを利用して、“レール”

となるアクチンと呼ばれる繊維状の蛋白質の上

を一方向に動く。筋肉の動きを担っているのも

ミオシンの一種であり、このような生体内で機

能を果たす蛋白質は、一般に“分子機械”と呼ば

れる。当時、このミオシンが、マクロの機械の

令和元年度（第 12回） 
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ように設計に従って確実に１つ１つの動作を順

序よく行いながらアクチン上を動くのか、もし

くは、蛋白質のスケール（10-9mm）に特徴的で

マクロの世界には実質的にないブラウン運動と

いう物理的な要素を利用して、時にはランダム

な動きをしながら最終的に一方向に動くことが

出来ているのか、ということが世界的に議論さ

れていた。ミオシンの一種であるミオシン II（ツ

ー）において、ブラウン運動を利用して動いて

いることが示されたが、マクロの機械的な動き

が重要であるという説も根強く、他の種類のミ

オシンでも本当にブラウン運動を利用して動い

ているのかという疑問が注目されていた。 

当時、モーター蛋白質分子内の部位の動きを

直接観察する技術が十分でなく、それぞれの説

を支持する決定的な証拠を示すことが難しかっ

たが、我々はミオシンの一種であるミオシン V

（ファイブ）の“足”の部分に棒状の目印を付加

させるユニークな方法を開発することに成功し

た（図１）。これにより、ミオシン V がアクチ

ンの上を動いている時の“足”の動き（並進運動

と角度変化）のリアルタイムイメージングが可

能となった。その結果、ミオシン Vの浮いた（ア

クチンから離れている）“足”がブラウン運動を

利用して動作していることが分かり、さらに着

地している（アクチンに結合している）“足”の

レバー動作的な動きも確認できた 2)。我々はさ

らに新しい１分子動態計測法を構築し、ミオシ

ンＶの“足首”の角度変化を観察することにも成

功した 3)。これらの成果により、生体分子の機

能において、ブラウン運動は非常に重要な要素

であることを発信すると同時に、ミオシンＶが

一方向の動きを可能とする動作原理を解明した

4)-7)。 

 

図１：ビーズ補足装置を導入してアクチンを吊り、
棒状目印が床にぶつからないようにして、運動中
のミオシンＶの足の動きを観察した（参考文献２
より改編）。  

 

このような１個の“生きた”分子の動態を観察

するというアプローチは、光学顕微鏡に関連す

る計測技術の開発を中心に展開し、その発展に 

生物物理学の分野における日本の研究グループ

が大きく貢献してきた。現在も「一分子生物学」

として発展し、生命を理解するための重要な研

究分野の１つに位置づけられている。一分子生

物学は、日本が先駆けて世界を牽引してきた分

野の１つである。 

 

３．１分子をラベルする DNA 分子バーコード法

の開発と遺伝子網羅的な高精度発現定量計測 

 十数年前に次世代シークエンサが市販され、大

量の DNAの配列を高速に決定することが可能に

なった 8, 9)。それに伴い、DNA シークエンサは、

配列を決定する定性的計測を行う装置から、どの

配列をもつ DNAがどれくらいの量存在するのか

を測る定量的計測を行う装置へと変革を遂げた

とも考えられる。しかしながら、この定量法には

大きな課題があった。通常、定量したい DNAは

少量であるので、PCR（Polymerase Chain Reaction）

法などを用いて増幅し、増幅した DNAを次世代

シークエンサで定量する。この時、増幅前と増幅
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後で、異なる配列を持つ DNAの存在比は変わら

ない、という仮定が一般的にされてきた。しかし

ながら、配列が違う DNAの増幅率は異なること

があり、この仮定が成り立たない場合があること

が問題となっていた。 

私はハーバード大学に研究員として在籍した

時にこの問題に出会い、DNA 分子バーコード法

を開発することで解決した 10)。この手法は、測定

結果が各 DNA分子の増幅率に依存しないデジタ

ル定量であり、測定の再現性が極めて高い。また、

分子の絶対数を定量することが可能である（原理

を図２で示す）。 

図２：DNA 分子バーコード法による定量法 
上方が通常の方法、下方が我々が開発した方

法である。左のチューブに２種類の配列をもつ
cDNA が存在し（DNA1 と DNA2）、それぞれのコ
ピー数を２、３とする。各 DNA にそれぞれ異な
る配列を持つバーコード DNA（各 DNA の右側に
ある色の部分）を結合させてから増幅し、バー
コード部分ともとの DNA の配列を次世代シー
クエンサで決定する。増幅時に、配列に依存す
る増幅効率の差（バイアス）や増幅効率が 100%
ではないことに起因するノイズにより、増幅後
の DNA の数の比は増幅前と異なる（図では
DNA1:DNA2 = 9:12 = 3:4）。しかし、増幅後の
バーコードの数は DNA1:DNA2 = 3:2 となり、増
幅後のバーコードの種類数の計数から増幅前
の DNA 分子の絶対数を決定できる。 

 

この成果は、シークエンサの定量的計測装置とし

ての役割を決定的にした 11), 12)。本技術は特許も

認定されている 13)。我々はさらに DNA分子バー

コードの新しい機能も開発し 14)、これらを様々な

共同研究にも応用してきた 15)-19)。現在、多くの

学術研究でも利用されており、企業により本技術

を導入した製品も販売され、医療分野などでも世

界的に利用されている。 

図３：新しい検証を行い、DNA 分子バーコード
法により同じ配列の核酸分子を広い範囲（１万
分子以上）で高精度に定量することができるこ
とを示した（参考文献 14 より改編）。 

 

本技術は他の研究にも利用されている。元来は

DNA の分子数を計測するものとして開発された

が、その本質的な原理の有用性により、近年は、

蛋白質 20)やウイルス、また、細胞数の計測にも利

用されている。さらには、分子バーコード法の新

たな特徴を生かし、がん変異の高精度検出などに

おいても、学術界や企業で利用されている。 

 

４．おわりに 

私は、「１つ」の蛋白質分子を観察すること、

そして「１つ」の核酸分子を区別して計測するこ

とを行ってきた。近年では、「１つ」の細胞毎に

細胞の網羅的遺伝子発現を解析する手法が開発

されている。このように、生命現象を「１つ」の

要素から解き明かすアプローチは重要となって

いる。 

一方で、システム全体の計測から、どのような
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要素が必須であるかなどを推定し、解明していく

ことも重要である。計測システムを構築して多く

のデータを取得し、数理解析などを実施していく

などのアプローチが考えられる。 

今後は、上記の二つのアプローチを融合してい

く研究が必要になってくると思われ、このような

方向性に私も貢献したいと考えている。 
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１． はじめに 

 ニュートリゲノミクス (Nutrigenomics)とは、
栄養・代謝物と遺伝子発現制御との間の相互作用

を明らかにしていく学問領域である。食事から摂

取した栄養は、適切に代謝されるにあたり、各細

胞内でゲノム情報を参照した高度な調節を受け

ながら処理されるが、その際、栄養・代謝物は遺

伝子発現を制御し、逆に、その遺伝子発現調節を

受けて、代謝の流れが変化する。このような栄養・

代謝物とゲノムとの相互作用を解明する研究分

野がニュートリゲノミクスであり、「情報物質と

しての栄養素」という観点から栄養学を刷新して

いく試みとも位置づけることができる。 
 我々はこのようなニュートリゲノミクス研究

の立場から、エネルギー代謝制御シグナルの中で

も特に「絶食シグナル」に着目し、今回の研究を

行った。 
 

２． 内容 

 中性脂肪（トリグリセリド）は体内の貯蔵エネ

ルギーの大半を占める。食事から過剰に摂取され

た炭水化物は、体内での合成（de novo lipogenesis）
によってエネルギー貯蔵物質である中性脂肪に

変えられ、脂肪組織などに蓄えられる。過食に伴

い体内の中性脂肪が過剰になる状態は肥満とい

われ、糖尿病・高血圧・脂質異常症を併発しやす

いことが知られている。これらはまた、動脈硬化

の危険因子であり、肥満に伴ってこれらの危険因

子が集積する病態がいわゆるメタボリックシン

ドロームで、医学的にも社会的にも大きな問題と

なっている。 
 炭水化物から中性脂肪への合成・変換は食後に

顕著に増加し、逆に空腹時には OFF となる。こ
の経路が食事摂取状況に応じてどのように調節

されているのかという課題は、基礎医学のみなら

ず、生活習慣病対策の観点からも大いに注目され、

機序解明が待たれていた。 
炭水化物から中性脂肪へと合成される経路で

は約 25 種類の酵素(lipogenic enzymes)が協調的
に働くことが明らかにされている。これらの酵素

は摂食によって発現が誘導され、その発現誘導に

中心的な役割を果たす転写因子は sterol 
regulatory element-binding protein-1 (SREBP-
1)であることもわかってきた 1)。さらに、SREBP-
1 は摂食により肝臓で mRNA 発現が誘導される
が、しかしながら、この誘導メカニズムについて

は長年に渡り未知のままであった。 
 最近我々は、この調節機構の主体が、KLF15-
LXR/RXR-RIP140 転写複合体であるという新た
な知見を見いだし、報告した 2)。KLF15が絶食時
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に誘導されると、KLF15と LXR/RXRは SREBP-
1 遺伝子プロモーター上で複合体を形成すること、
この複合体は転写抑制因子 RIP140を呼び込むこ
とで SREBP-1 遺伝子の転写を OFF にすること
が判明した。また、食後には逆に、KLF15の発現
が低下し、この複合体から消失することで、転写

抑制因子RIP140が転写促進因子 SRC1と入れ替
わり、SREBP-1 遺伝子の転写が ON になるとい
う新たなメカニズムが明らかになった（図 1）。ま
たその過程で、in vivo Ad-luc 解析法と TFEL 
scan 法という独自の核内情報解析手法を完成さ
せた。 

 
図１．脂肪合成の ON・OFF機構 

KLF15 が空腹時に誘導されると、KLF15-LXR/RXR-

RIP140（転写共役因子で転写抑制に働く）複合体

が SREBP-1 プロモーター上に形成され、SREBP-1

遺伝子の転写を抑制する。逆に摂食後には KLF15

が減少することにより、RIP140が複合体から離れ、

転写促進因子の SRC1と入れ替わることで SREBP-

1遺伝子の転写が促進される。 

 
 実はこの KLF15 は、糖新生系遺伝子の転写調
節にも関与していることが知られており、絶食・

摂食応答の中で糖新生系と中性脂肪合成系とが

逆向きの調節を受ける機序の一つが解明された。 
 そこで、本研究においては、同様に in vivo Ad-
luc解析法とTFEL scan法という独自の核内情報
解析手法を駆使することによって、KLF15の発現
調節機構の解明を試み、SREBP-1 のさらに上流

のエネルギー代謝制御機構の実体に迫ることと

した。 
 
３． 成果 

 in vivo Ad-luc解析法とは、我々が独自に確立
してきた、生体内臓器で直接にゲノム上の cis 因
子解析を行うレポーターアッセイシステムであ

る 3)。in vivoイメージングを活用することで、生
きたままのマウスの臓器内であらゆる遺伝子周

辺 DNA 配列の発現制御活性を細かく、しかも動
的に定量することが可能となった(図 2)。 

 
図 2．in vivo Ad-luc解析法 

SREBP-1遺伝子プロモーター領域の in vivo Ad-

luc解析データの 1例。 

 
TFEL (Transcription Factor Expression 

Library)とは、転写因子複合体解明のための技術
基盤として我々が数年がかりで独自に開発して

きた、転写因子を網羅する発現プラスミドライブ

ラリのことである 2)。理研のマウス完全長 cDNA
プロジェクトの成果産物である FANTOM-1/2/3
ライブラリから転写因子ファミリーと予想され

た 1,588クローンの供給を受け、pcDNA3.1発現
ベクターへ 1つ 1つ手作業で載せ換えて、発現プ
ラスミドライブラリを構築した。哺乳類での転写

因子発現ライブラリとして世界唯一のライブラ

リであり、このライブラリを活用した発現クロー

ニング手法(TFEL scan法)により、転写複合体の
構成因子の分子同定を効率よく行えるようにな
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った(図 3)。 

 
図 3．TFEL scan法 

網羅的転写因子発現ライブラリ TFEL は、

FANTOM1/2/3クローンから構築された。 

 
 上記の in vivo Ad-luc解析法(＝網羅的 cis因子
解析/時間的・空間的分解)と TFEL scan 法(＝網
羅的 trans 因子解析/分子的分解・同定)というニ
ュートリゲノミクスの新手法を組み合わせるこ

とにより、多様な代謝制御シグナルを核内で計測

し、cis 因子に分解後、それぞれの element 上の
trans因子群を高精度に同定可能である。 
 本研究では、in vivo Ad-luc 解析法と TFEL 
scan 法を組み合わせ、KLF15 遺伝子の周辺配列

図 4．マウス KLF15遺伝子の構造 

マウス KLF15遺伝子の構造を示す。転写開始点上

流のプロモーター領域においても哺乳類間で種

を越えた高い保存性が見られる。 

の解析に着手した。 
 まず始めに、KLF15遺伝子周辺領域のうち、転
写開始点上流の領域をクローニングした(図 4)。 
 その領域をルシフェラーゼレポーター遺伝子

の上流に配置し、さらにアデノウイルス化を行っ

て、KLF15遺伝子プロモーターの in vivo Ad-luc
解析を行った。 
 この結果、絶食時に活性化される、いくつかの

機能性 cis-elementを同定することができた。 
 さらにその cis配列に対して、TFEL scan法を
用いることにより、trans-activatorの同定を試み
たところ、いくつかの新規転写調節因子の関与が

明らかになった。 
 現在、さらに shRNA によるノックダウン実験
等を通じて、それらの転写調節因子の機能解析を

行っている。 
 
４．まとめ 

 我々は肝臓における SREBP-1発現の摂食によ
る調節メカニズムを次のように考えている。絶食

時には KLF15 発現が誘導されて SREBP-1 遺伝
子プロモーター上に結合するとともに、その近傍

に位置する LXR/RXR と相互作用し、さらに
RIP140 とも複合体を形成することで LXR/RXR
の転写活性を抑制し、SREBP-1 の転写が抑制さ
れる。逆に、摂食時には KLF15 発現が低下し、
LXR/RXR-KLF15-RIP140 複合体が解消される
ことで SREBP-1遺伝子の転写が促進される。 
 なお、TFEL scan 法は、SNP に結合する転写
因子の解析にも活用できることがわかり 4)、さら

に応用範囲が広がっている。 
 また、in vivo Ad-luc解析法は概日リズムの調
節機構の解析にも有用であることを最近、示すこ

とができた 5)。 
 in vivo Ad-luc解析法と TFEL scan法という一
連の新手法により、エネルギー代謝制御の転写調

節カスケードの全体像を明らかにしていきたい

と考えている。 
 

A genome-wide and nonredundant 
mouse transcription factor database.
Kanamori M, et al. BBRC 322:787, 2004.

理研マウス完全長cDNAクローン集FANTOM 1/2/3

FANTOM-1
21,076 clones

FANTOM-2
39,694 clones

FANTOM-3
103,000 clones

↓
1588 clones

↓
pcDNA3.1へ載せ換え

X 
RIKEN TFdb

（23種類のベクター → コンピューターで制限酵素サイト計算 → 最適な方法）

3年

Yahagi N, Takeuchi Y Unpublished data
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１． はじめに 

(1)研究の必要性 
BNCT（ホウ素中性子捕捉療法：Boron 

Neutron Capture Therapy）は、がん組織にホ
ウ素（10B）を取り込ませ、中性子照射するこ
とで生じる核反応によって発生する粒子放射

線により選択的にがん細胞を殺傷する原理に

基づくがん治療法（粒子線治療法・放射線療法）

である（図１）。中性子捕捉療法の原理は、中

性子が 1932 年にイギリスの物理学者 James 
Chadwick によって発見され、4 年後の 1936
年にアメリカの Locherにより提唱された。 

図 1 ホウ素中性子捕捉療法の原理 

細胞レベルで腫瘍細胞を殺傷する次世代粒子

線治療であり、日本が世界をリードするがん治

療法である。 

図 2 BNCTの原理とホウ素とα崩壊 

 
BNCT の利点は、それぞれ単独では人体に
与える影響の低い熱中性子とホウ素（10B）を
反応させ、高いエネルギーを有するリチウム核

とヘリウム（α線）を生じさせることにある。 
これまで原子炉での BNCT 臨床研究が盛ん

におこなわれてきたが、BNCT 医療化のため
病院内設置可能な中性子源開発が推進され、特

に京都大学原子炉・住友重機械工業グループら
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図 3 BNCTの医療化へ向けて 

 
は企業治験段階に進んでいる。現在、再発悪性

神経膠腫及び再発頭頸部癌にて、企業治験が

進行している。また、大阪府高槻市にある関西

BNCT 共同医療センター（大阪医科大学内）
や南東北 BNCT研究センター（総合南東北病
院）にて、実際の医療現場である病院にて

BNCT治療が開始される段階に至っている。 
一方ホウ素、薬剤については、現在アミノ酸

（フェニルアラニン）にホウ素 1 個が結合し
た ア ミ ノ 酸 ホ ウ 素 誘 導 体 BPA （ p-
Boronophenylalanine）が同時に企業治験段
階である。分裂能の高いがん細胞は、アミノ酸

の取り込みが高いため、BPAもアミノ酸と同
じ動態で細胞内へ取り込まれる。特にフェニ

ルアラニンの取り込みに関与するアミノ酸輸

送体（LAT-1：L-type Amino Acid Transporter）
正常細胞にも取り込みがあるが、腫瘍での取

り込みが高い為、腫瘍特異的な取り込みが期

待できる。しかし、がん組織における腫瘍細胞

の不均一性があり、細胞により取り込みの差

が大きいことが報告されている。また、水溶性

や 1 分子当たりのホウ素含有率が低いことな
どの問題点も指摘されているが、今後の

BNCT 治療における主剤としての活躍が期待
できる。しかし、治験で用いられている一方

で、現在もなお様々な問題点が残されており、

新規ホウ素薬剤登場が強く切望されている。

BNCT は他の粒子線治療と異なり、腫瘍部の
ホウ素の取り込みに大きく依存する治療法で

ある。そのため、腫瘍部のホウ素濃度測定は

BNCT 治療効果を最大限にするために必要不
可欠な技術である。 

 
(2)解決しようとする課題と研究の現況 

BNCT における、ホウ素薬剤動態評価の手
法として、実験レベルでは、担癌モデルの腫瘍

を含めた各組織の ICP（発光分光分析法：高周
波誘導結合プラズマ(ICP)を光源とする発光分
光分析法である。試料溶液を霧状にして Arプ
ラズマに導入し、励起された元素が基底状態に

戻る際に放出される光を分光して、波長から元

素の定性、強度から定量を行う手法）によるホ

ウ素濃度測定や、中性子照射後の中性子ラジオ

グラフィ測定（中性子による核反応を利用して

試料内の元素分布をイメージングする技術の

一つである。小動物体内のホウ素分布のイメー

ジングを行う場合、ホウ素薬剤を投与した小動

物を殺傷して薄い切片状の標本を作成し、それ

を特殊なプラスチック(CR-39)に貼り付ける。
その標本試料に中性子を照射することで、試料

内のホウ素(10B)が BNCTと同様の核反応を起
こし、その結果生じるアルファー線等の粒子が

プラスチックに傷(エッチピット)を付ける。こ
の傷を解析することにより、ホウ素分布のイメ

ージングを行う技術）が行われている。また、

非観血的な手法として、実験・臨床レベルでは、

ホウ素薬剤 PETプローブによる PET（陽電子
放射断層撮影：放射能を測定する核医学検査法

の一つである。正電荷を持った電子、陽電子（ポ

ジトロン）が消滅する際に放出するガンマ線を

検出する装置である。放出された陽電子は、物

質中を数 mm 飛んだ後、負の電荷を持つ電子
と結合して消滅(消滅放射線)。この時 180度方
向に 1 対のγ線が放出し、PET は同時に放出
された 1対のγ線を検出する装置）が主流であ
る（図 4参照）。  

 
 

98



図 4 非観血ホウ素薬物動態評価と PET 

 
しかし、18F-BPA PETによる BNCTは、こ
れまでの臨床研究結果に反映されるように多

大なる大きな業績がある一方で、PET による
ホウ素薬物動態測定では、今後の臨床化及び発

展性において、いくつかの問題点が指摘されて

いる。一つは、BPAを 18F-BPAという異なる
薬剤で評価するため、真の BPAの薬物動態と
異なっている可能性がある。二点目には、PET
で用いる微量な検査試薬と、BNCT で用いる
大量の薬剤で同じ薬物動態を示しているかは

不明な点が挙げられる。三点目に、まだ 18F-
BPA は保険認可収載のための臨床研究に着手
しておらず、今後新規のホウ素薬剤が出現した

際にも薬剤と検査薬の 2 回の臨床試験が必要
であるなど、課題は多い。本研究では、ホウ素

薬剤の PET以外での非観血的な薬物動態評価
のための装置開発を目指す。 

 
２． 内容 

 提案する解決策 
京都大学原子炉実験所（現：京都大学複合原

子力科学研究所）にて、原子炉よりの中性子を

利用する。ホウ素投与後に中性子を照射し、発

生する即発γ線（prompt gamma-ray：中性子
捕獲後 10-14秒以内に放出されるγ線、元素ま
たは同位体分析を可能にする、放射化分析では

分析が困難な水素、ホウ素、イオウ等の軽元素

を含む多元素を非破壊分析できるという特徴）

をビームに対して垂直に配置した半導体検出

器を用いて測定することで、ホウ素濃度を評価

する。 
中性子ビームの照射野の調整には熱中性子

遮蔽材で作成した中性子用コリメーター、即発

γ線のコリメーションにはタングステンで作

成したγ線用コリメーターを用いる。これによ

り、ホウ素薬剤 PET用プローブを作製するこ
となく、非観血的にホウ素濃度を生きている状

態で継時的に測定することが可能となり、今後

の BNCT におけるホウ素薬物動態評価におい
て発展に大きく寄与すると考える。BNCT に
おいては、治療に利用できるホウ素は 10Bのみ
である。それ故、BNCTに使用されるホウ素薬
剤は、高濃度 10Bより合成される薬剤のみであ
る。現在の薬物動態評価で使用される ICP-
AES では、ホウ素同位体評価を行うことは困
難である。更に、完全に溶解化が必要であり、

試料作成操作内でのサンプルロスが問題とな

っている。 
本研究においては、PGA によるホウ素濃度
測定においては、BNCT に利用可能な 10B の
みの検出が可能であり、サンプルの性状（固形

であるか液体であるか、水溶可溶であるか等）

には依存しない。また、これまでの利用は、液

体サンプルが主であったが、今回は生体内での

ホウ素薬物動態評価に挑戦した意義は今後の

臨床応用を目標に極めて大きな一歩である。 

 
３． 成果 

本装置は、京都大学研究炉(KUR)の E-3 中
性子導管に設置する。E-3中性子導管では 1cm
×1cm 程度に絞り込まれた、ほぼ平行な熱中

性子ビームを利用することが出来る。この熱中

性子ビームを利用して、即発ガンマ線分析

(PGA)による生体試料中の硼素濃度評価が行
われている。PGA では熱中性子ビーム上に置
いた試料から発生する即発ガンマ線を、ビー

ムに対して垂直に配置した半導体検出器を用
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いて測定することで、ホウ素濃度を評価して

いる。薬物動態評価装置はこの PGA装置をベ
ースにしている。試料のビーム上流側に中性

子用コリメータを、試料と検出器の間にガン

マ線用コリメータを追加する。中性子用コリ

メータにより、生体試料への中性子入射位置

(X,Y座標)を限定する（図 5参照）。 

図 5 PGAによるホウ素濃度測定システム 
 
ガンマ線用コリメーターにより、検出器に入

射する即発ガンマ線の深さ方向の発生位置(Z
座標)を限定する。生体内での今後のイメージ
ングを想定して、深さ方向でのホウ素濃度の計

測を水素よりの即発γ線のカウントレート（s-

1）と B10 より即発γ線のカウントレート（s-

1）の二つを測定する検証実験を行った。事前

の検討により thermal neutron beam よりの

中性子コリメーターを 5mm径に、また計測用
の detector 側のγ線コリメーターを 5mm 径
に設定した。 

 

図 6 PGAγ線コリメーター検出深度の結果 

 

50ppm のホウ素濃度サンプルを皮膚より

2.5mm~20mm まで 2.5mm 刻みで変化させ、
B-10γカウントレート、 H-1 γ カウントレー
トを計測し、サンプルホウ素濃度を計測した。

いずれの深度においても、ホウ素濃度はほぼ一

定であり、表面より 20mm 以内での深度での
対象ホウ素濃度の測定は可能と考えられた。表

面よりの深度 20mm の想定は、今後皮膚悪性
腫瘍（皮膚がん、メラノーマなど）や頭頸部癌

等の BNCT を考慮した際に適応可能な範囲で
あると考える。 
上記測定条件にて、担癌モデルマウスにお

ける薬物動態評価実験を行った。これまでの

薬物動態評価は、ホウ素薬剤投与後に各時間

において対象となる臓器（血液、肝臓、肺、皮

膚、腎臓、脳、筋肉など）や腫瘍部位をサンプ

リングする。その後、硝酸・超音波熱処理など

によりサンプルを完全に可溶化し、ICP-AES
等によりホウ素濃度を測定し、対象臓器のホ

ウ素濃度を求める。これらの一連の操作にお

いては、各時間において対象となるモデル動

物よりすべての臓器を摘出するため、同一モ

デル動物での継続したホウ素濃度測定が不可

能であること、また、ICP 用のサンプル調整
の中で、測定ホウ素が一部消失すること、な

どが問題点として挙げられている。更に今後

の臨床応用を考えると、既存のホウ素薬剤

BPAに関しては既に、これまで多くの臨床研
究や PET による薬物動態評価がされている
ため、現在の対象となっている疾患に対して

は、ある程度の薬物動態評価は既知である。

一方、今後展開する可能性のある他の悪性腫

瘍や新規のホウ素薬剤との併用などによる新

規のホウ素薬物動態評価が必要な際には、対

応できる手法は現在、我々の手法以外には存

在しない。 
PGA による生体内ホウ素濃度測定結果を
示す。 
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図 7 PGA生体内ホウ素濃度測定結果 

 

結果①（図 7 の右グラフ）にて、BPA 

1060ppmB溶液を 200µLを腫瘍部に局所注射
行う。対側の正常皮膚においては、ホウ素濃度

は検出感度以下であった。一方、注射を行った

腫瘍部位では、局注のホウ素薬剤を反映して、

非常に高いホウ素濃度を示し、その後、時間経

過と共に急速にホウ素濃度が低下していった。

計測時間は数分程度であった。一方、正常側の

皮膚濃度は上昇し、最終的には、注射側とほぼ

同じ程度まで経過した。腫瘍内へ局所注射され

たホウ素薬剤は、腫瘍血管より全身循環に移行

し、正常皮膚へ分布し、最終的には平衡状態に

達したと考えられる。 
結果②（図 7 の左グラフ）にて、BPA 

1060ppmB溶液を 400µLを頸部背側に皮下投
与した。投与 90 分後よりのデータであるが、 
腫瘍組織内および正常皮膚においては、ほぼ一

定のホウ素濃度を示した。また腫瘍/正常皮膚
の比率（T/N ratio）はほぼ 2 程度を示した。
本測定においては、ホウ素薬剤 BPAを投与し
たが、既に他の薬剤でも、PGA によるホウ素
薬剤測定の結果は、確認済みである。以上より、

生体内ホウ素イメージングのために、PGA を
用いた新規手法を提唱し、その効果について確

認した。 
今後は、このようにして即発ガンマ線発生位

置の X、Y、Z座標を限定することにより、マ
ウス等の小動物中の着目箇所のホウ素濃度の

経時的変化を評価したい。モンテカルロシミュ

レーションコードMCNPを用いて、この装置
の発展的な設計検討を行う予定である。 

図 8 PGA生体内ホウ素測定の展望 

 

今回我々は、原子炉中性子源を用いた新規

PGA システムによる生体内ホウ素濃度測定技
術開発に成功した。BNCT の大きな課題の一
つである、ホウ素薬剤に依らない、非観血的ホ

ウ素濃度測定技術の開発の一歩を示した。今後、

BNCT 直前の患者に対して、病院設置可能な
加速器中性子源を基にした、PGA システムの
開発に挑戦したいと考える。またさらに、γ線

用コリメーターの数の増設（検出器の増設）に

よる更なる検出時間の短縮や高解像度化を目

標にした、医療機器開発へと繋げていきたいと

考える。  
 
４．まとめ 

PGA システムによる経時的な生体内ホウ素
濃度測定に成功した。今後装置の最適化を行い、

種々の投与方法による薬物動態評価を行いた

い。また、病院設置可能な中性子源へ変更する

ことにより、更なる発展が期待できる。本プロ

ジェクトにより、即発ガンマ線分析による非観

血的生体内ホウ素剤測定技術開発の医療機器

開発へつながる第一歩を記したと考える。 
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１． はじめに 

tRNA は、73〜93 塩基からなる小 RNA で

ある。二次構造的に D ループ（D）、T ループ

（T）、アンチコドンループ（A）と呼ばれる

クローバーの様な形が特徴である。A ループ

には、3 つの塩基からなるアンチコドン（34
位〜36 位）があり、その塩基配列により特有

のアミノ酸がアミノアシル tRNA合成酵素に

より tRNA の 3’末端に付加される。これをア

ミノアシル tRNAと呼ぶ。タンパク質翻訳は、

リボソーム上でメッセンジャーRNA（mRNA）

の配列をもとに行われる。mRNA の 3 つの

塩基配列（コドン）に対応するアンチコドン

を有するアミノアシル tRNAがリボソームに

引き寄せられ、アミノアシル tRNA のアミノ

酸が伸長中のポリペプチド鎖に次々と転移

することにより、ペプチド鎖が伸長する１）。 
tRNA の塩基は、多種多彩な転写後修飾を

受けている。実に tRNA を構成する塩基の約

80％は何らかの化学修飾を受けている２）。こ

れまでに 100 種類以上の化学修飾が原核生物

および真核生物の tRNA の塩基で同定されて

いる３）。これら化学修飾は、tRNA の構造、タ

ンパク質翻訳の正確性、タンパク質翻訳の速

度などを制御している２）。tRNA の塩基のう

ち、アンチコドン 1 字目の 34 位とアンチコド

ン近傍の 37 位の塩基は、最も多種多様な修飾

を受けている２）。古典的なワトソン＝クリッ

ク塩基対の考えでは、アンチコドンはコドン

と３対の塩基結合を形成して遺伝情報を翻訳

する。しかし時に 2 対の塩基結合を形成する

だけでタンパク質翻訳を行う場合がある。こ

のような結合は不安定なため“ゆらぎ結合”

と呼ばれる。そこで 34 位と 37 位の塩基を化

学修飾することにより、ゆらぎ結合による翻

訳異常が起こることを防止している。 
従来 tRNA 修飾研究は、化学修飾の同定と

その生理的意義の研究が主であった。しかし

我々が、tRNA 修飾異常が 2 型糖尿病 4)、ミ

トコンドリア脳筋症 5)、小児急性肝不全 6)など

様々な疾患発症に関与することを報告して以

来、tRNA 修飾と疾病との関係がクローズア

ップされている。さらに我々は、tRNA 修飾は

細胞および生体内の様々な環境因子（酸化ス

トレス、pH、ポリ硫黄濃度など）により変動

し、それが各組織・臓器の生理機能に影響を

及ぼすことを明らかにした 7)。以上のように

我々は、tRNA 修飾異常が様々な疾患を発症
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するという新たな疾患発症の概念を世界に先

駆けて報告し、我々の発見は新たな医学・生

命科学研究分野の確立に繋がると注目されて

いる。 
tRNA 修飾異常が疾患発症に繋がることが

明らかになった現在において、次に重要なこ

とは tRNA 修飾状態を網羅的に解析する技術

の開発と同技術を用いた tRNA 修飾の網羅的

解析である。私は、これを新しいオミックス

研究分野と位置づけ、 tRNA モドミクス

（tRNA modomics）と命名した。ヒトなど真

核生物では、約 40 種類の多種多様な tRNA 化

学修飾が存在する。従来、これら化学修飾を

一度に網羅的に解析する方法は存在しなかっ

た。ごく最近、酵母の tRNA 修飾を HPLC と

質量分析（LC-MS）を組み合わせて網羅的に

解析する技術が報告された 8)。この技術を、ヒ

ト tRNA 修飾の網羅的解析に応用することが

できるのではないかと、我々は考えた。しか

し、ヒトの血中や尿中に tRNA の代謝ヌクレ

オチド（化学修飾リボヌクレオチド）が存在

するか全く報告が無いため、ヒトの血漿およ

び尿を用いて予備実験を実施した。すると、

血漿および尿のいずれの標本においても、100 
µL の検体量で tRNA特異的な 30種類の化学

修飾ヌクレオチドを網羅的に同定することに

成功した。 
MELAS および MERRF 型ミトコンドリア

病は、ミトコンドリア tRNA（mt-tRNA）を

コードする遺伝子変異により、mt-tRNA のタ

ウリン修飾が欠失することにより発症する。

ミトコンドリア病の診断には、脳画像診断、

（運動負荷時）の血液・髄液中の乳酸・ピルビ

ン酸比、筋生検など複合的診断を行い、最終

的に遺伝子診断を実施している。ミトコンド

リア病は乳幼児に発症することが多く、乳幼

児を対象に採血、運動負荷、筋生検などの侵

襲的処置は、患者や家族だけでなく、医師や

コメディカルにも負担が大きい。また母系遺

伝性であるMELASおよびMERRF型ミトコ

ンドリア病では、遺伝子検査は家族内の軋轢

を生じさせるなど倫理的問題も大きい。そこ

で、臨床現場から、非侵襲的で、かつ正確にミ

トコンドリア病が診断できる tRNA 修飾診断

技術の開発が強く望まれている。 
以上のことを踏まえて、本研究では患者尿

検体を採取後、自動的に尿検体を前処理し、

その後、LC/MS 装置で修飾ヌクレオシドを定

量的に計測できるシステムを開発することを

目的とする。さらに、開発したシステムを用

いて、ミトコンドリア病患者尿中タウリン修

飾ウリジンなどの修飾ヌクレオシドを計測す

る臨床研究を実施し、これら疾患の診断が可

能であるか原理検証を行った。 
 

２． 内容 

1）臨床研究準備 
ミトコンドリア病（MELAS）患者、未成人

の場合は患者の後見人に対してインフォーム

ド・コンセント（IC）を行った。IC で同意を

得られた患者に対して、患者登録、血液、尿標

本の採取、臨床データの収集を行った。目標症

例数は、ミトコンドリア病患者および健常人に

それぞれ 40 名の登録ならびに尿標本の採取と

した。 
 

2）尿中修飾ヌクレオシド解析技術の開発 
1）で得られた健常人の尿検体について、修

飾ヌクレオシド解析を行った。具体的には、タ

ウリン修飾ウリジン（τm5U と τm5S2U）、チオ

メチル化アデノシン（ms2i6A）の標品を

LC/MS/MS（Shimazu LC/MS 8050）で解析を

行い、検量線を作成後、前処理済み尿を同様に

質量分析器にて計測した。サンプル間のばらつ

き補正コントロールとして、疾患と関連が無く、

かつ尿中に積極的に排出されているメチル化

グアノシン（m７G）を用いた。m7G が検体間

でばらつきが認められる場合、細胞質
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tRNALys(UUU)のみに認められる修飾である

ms2t6A など様々な修飾ヌクレオチドについて

検討し、補正コントロールの最適化を図った。 
1）で得られた MELAS 患者および健常人か

ら採取した尿中修飾ヌクレオチド（τm5U なら

びに ms2i6A）解析で得られた各修飾ヌクレオ

チド量が MELAS 診断マーカーとして有用か、

ROC (receiver operating characteristic)分析

を実施した。また、現在 MELAS 診断マーカー

として最も有力視されている FGF-21 と比較

して AUC (area under curve) が同等以上であ

るか検討した。さらに、コントロールの修飾ヌ

クレオチドの結果にサンプル間のバラツキが

ある場合は、m6A から ms2t6A に変更するな

ど、開発項目１−２の尿中修飾ヌクレオシド解

析にフィードバックを行い、解析方法の修正を

図った。 
 

３． 成果 

1）臨床研究準備 
MELAS 患者および年齢・性別を一致させ

たコントロールの健常人に対して IC を実施し、

同意を得られた各群 40 名の尿を採取した。 
 

2）尿中修飾ヌクレオシド解析技術の開発 
40 名の健常人の尿を用いて、36 種類の修

飾ヌクレオシドについて網羅的に解析した。

36 種類すべての修飾ヌクレオシドについて

LC/MS で半定量的に解析を行い、年齢ならび

に性別で有意差のある修飾ヌクレオシドがあ

るか検討したが、認められなかった。 
40 名の健常人の尿中の τm5U および

ms2i6A について、m7G を補正コントロールと

して解析した。すると、τm5U では最小値と最

大値で約 40 倍の差があり、また ms2i6A では、

約 10 倍の差が認められた（図 1）。すなわち、

m7G を補正コントロールとして用いた場合、

健常人でも個人差が大きいことが明らかにな

った。 

図 1 健常人の尿中τm5Uおよび ms2i6A 解析結果 

そこで、内部補正コントロール修飾ヌクレオ 
シドとしてどの修飾ヌクレオシドが最適である

か検討するために、40 名の健常者尿標本中の 36
種類のヌクレオシド量から、ミトコンドリア病

発症および進行の原因修飾ヌクレオシドである

τm5U および ms2i6Aとそれ以外のヌクレオシド

量を比較検討した。その結果、τm5U および

ms2i6Aヌクレオシド量と相関するヌクレオシド

と相関しないヌクレオシドに区分できることが

明らかになった。健常者で相関するヌクレオシ

ドが補正コントロールとして適していると考え

られるため、相関するヌクレオシドからピアソ

ン積率相関係数（r）が 0.75 以上であるヌクレ

オシドを抽出した。抽出したヌクレオシドの幾

何平均を補正コントロールとして、40 名の

MELAS 患者と 40 名の健常者尿中のτm5U お

よび ms2i6A 量を解析し、比較した。その結果、

τm5U 量は、健常者と比較して MELAS 患者で

有意に低かった。P 値は、0.0146 であった。ま

た、ms2i6A 量についても MELAS 患者で有意に

低かった。P 値は、<0.0001 であった。 
次に、抽出したピアソン積率相関係数（r）が

0.75 以上である修飾ヌクレオシドについて、L1
正則化（Lasso 解析）を実施した。その結果、補

正コントロール修飾ヌクレオシドとして acp3U
のみを用いることにより、健常者群でばらつき
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が最小限に抑えられることが明らかになった。 
acp3Uを内部補正コントロール修飾ヌクレオ

シドとして、尿中のτm5U 量および ms2i6A 量

を幾何平均した値を MELAS Index とした。そ

して、MELAS Index について、MELAS 患者と

健常者で比較検討した。すると、MELAS 患者で

は、MELAS Index が健常者と比較して有意に

小さいことが明らかになった（図 2）。 

図 2 MELAS患者と健常人の MELAS Indexの比較 
次に受信者動作特性解析（RO 解析）を行い、

ROC 曲線を描写した。ROC=0.9796、95% 
CI=0.9519〜1.000 であった（図 3）。 

図 3  MELAS Indexの ROC曲線 
カットオフ値の見定めを行った。カットオフ値

を 0.687879 とすると、感度：95．24％、特異

度：91.43%であった。 
現在、ミトコンドリア病診断のためのマーカー

として、クレアチニンキナーゼ（CK）、ピルビン

酸、乳酸、乳酸/ピルビン酸比、FGF-21 などが

用いられている（図 4）。そこで、これらマーカ

ーと MELAS Index について ROC 曲線、Area 
under the curve (AUC)について比較検討した。

MELAS indexのAUCが最も大きいことが明ら

かになった（図 4、MELAS Index の AU = 
0.9796）。 

図 4  MELAS Indexの ROC曲線と AUC：従来の診

断マーカーとの比較 

 

４．まとめ 

従来、ミトコンドリア病の診断には、臨床症状、

家族歴、脳画像診断、血液・髄液中の乳酸・ピル

ビン酸比、筋生検など複合的診断を行い、最終的

に遺伝子診断を実施している。ミトコンドリア

病は乳幼児に発症することが多く、乳幼児を対

象に髄液採取、採血、運動負荷、筋生検などの侵

襲的処置は臨床の現場では困難を伴う。また母

系遺伝性である MELAS では、遺伝子検査は家

族内の軋轢を生じさせるなど倫理的・社会的問

題も大きい。さらに、ミトコンドリア遺伝子(mt-
遺伝子)変異により生じるミトコンドリア病の

場合、変異があれば必ず発症するのではなく、各

組織において変異 mt-DNA が何％占めるか（変
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異率）が同疾患発症に重要であり、遺伝子検査で

診断することは困難である。 
現在、ミトコンドリア病診断マーカーとして、

CK、ピルビン酸、乳酸、乳酸/ピルビン酸比、FGF-
21 が用いられている。いずれのマーカーもミト

コンドリア病ではなく、ミトコンドリア機能を

反映したマーカーであり、ミトコンドリア病の

発症メカニズムに則したものではない。我々は、

ミトコンドリア病（MELAS）では、ミトコンド

リア tRNA に存在する修飾ヌクレオシドである

τm5U と ms2i6A の欠失あるいは低下が、ミト

コンドリア病発症の直接の原因であることを明

らかにした 5)、9)。本研究により、尿中のτm5U
と ms2i6A を LC/MS で測定することにより、従

来のマーカーより高い特異度でかつ高感度で診

断できることが明らかになった。本研究により、

非侵襲的かつ信頼度の高いミトコンドリア病診

断システムの基本原理を証明することができた。 
本研究では、尿の前処理法として手作業による

メタノール除タンパク法を用いた。病院や検査

会社が利用できる診断システムの開発のために

は、前処理の全自動化が不可欠である。今後は、

尿標本自動前処理装置を開発し、100 µL の尿を

装置に注入するだけで、30 分以内にミトコンド

リア病を診断できるシステムの開発を実施する。 
本研究により、RNA 修飾ヌクレオシド計測シス

テムの基本構造の開発に成功した。また同シス

テムが非侵襲的ミトコンドリア病診断に有用で

あることを示した。 
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１． はじめに 

バイオイメージング分野では、タンパク質

を標識する蛍光プローブが次々と開発される

のに連動して、生きたままの細胞や組織の生

命現象を観察する共焦点蛍光顕微鏡が、ライ

ブイメージング技術として重要度を増してい

る。これまでは、遺伝子やタンパク質など分子

レベルでの研究がさかんに行われてきたが、

個々の分子を見るだけでは複雑な生命現象を

解明できない。もし、適切な蛍光プローブとの

併用により、生きている細胞内外の分子の時

空間動態を詳細に直接観察することが可能に

なれば、生命現象や生命機能解析に関する新

たな知見を取得できると期待される。 

共焦点蛍光顕微鏡は、レーザーを光源とし、

光源側ピンホール/対物レンズ焦点/検出器側

ピンホールが共役となるように配置する。そ

の結果、焦点近傍のみの蛍光が検出器側ピン

ホールを透過し、焦点外の蛍光は阻止される。

この共焦点効果が深さ分解能と迷光除去能力

を実現し、厚みのあるサンプルでも高分解能

な 3 次元蛍光イメージングを可能にする。し

かし、焦点スポットの 2 次元的な機械的走査

機構が、高速計測の障害のみならず、振動など

の環境外乱に対する脆弱性に繋がっていた。 

もし焦点の機械的走査を必要としない共焦

点蛍光顕微鏡が実現できれば、細胞内外の時

間ダイナミクスの追跡が可能になる。近年、共

焦点蛍光顕微鏡を大幅に高速化するアプロー

チとして、 FIRE （ fluorescence imaging by 

radiofrequency-tagged emission）1）~3)が注目され

ている。これは、周波数多重化と無線周波数

（RF）領域スペクトルマッピングの融合に基

づいた手法である。具体的には、音響光学偏向

器でデジタル合成された光ビートを、異なる

RF 変調周波数を持つ 1 次元の焦点スポット・

アレイとしてサンプルに照射し、ライン状の

蛍光を発生させる。サンプルからのライン状

蛍光は、共焦点スリットを通過した後、点型光

検出器によって検出される。検出された電気

信号は、周波数多重化と RF スペクトルマッピ

ングを介して、RF ビート周波数とラインピク

セル間で 1 対 1 に対応しているため、機械的

に焦点スキャンする必要なく、周波数多重化

RF ビート信号群からライン蛍光強度画像が

再構築できる。しかし、この手法では、周波数

多重化 RF ビート信号の数が制限されている

ため（数百程度）、このアプローチを２次元イ

メージングに拡張することは困難である。そ

の結果、２次元画像を取得するには、1 次元焦
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点スポット・アレイをそれと直交する方向に

機械走査する必要がある。もし、周波数多重化

された RF ビート信号の数を大幅に増やすこ

とができれば、超高密度周波数多重化と２次

元スペクトルマッピングの組み合わせを使用

して、FIRE の２次元化、すなわち 2D-FIRE を

実現できる。 

超高密度周波数多重化 RF 信号を生成する

には、光周波数コム（光コム）4)~7)が有用であ

る。 光コムは、多数の光周波数モード列が一

定の周波数間隔（= frep）で櫛の歯状に立ち並

んだ超離散マルチスペクトル構造を有してお

り、膨大な数の離散チャネルを持つ光キャリ

アとして利用できる。さらに、わずかに異な

る周波数間隔（= ∆frep = frep2 - frep1）のデュアル

光コム（周波数間隔= frep1、frep2）を多周波数ヘ

テロダイン干渉させると（デュアル光コムビ

ート）、２次的な周波数コムが RF 領域で生成

される（RF コム）。 RF コムは光コムのレプ

リカであり、その周波数スケールは frep1 /Δfrep
によってダウンコンバートされている。一方、

RF コムモードの数は光モードの数（数万〜数

十万）と等しいため、2D-FIRE 用の超高密度

RF 周波数多重化信号として利用できる。 光

コムモードの２次元スペクトルマッピングは、

VIPA（Virtually Imaged Phased Array）8)、9)と回

折格子の組み合わせによって実現できる。 

本稿では、このような考えに基づいた蛍光

デュアル光コム顕微鏡（蛍光 DCM）について

報告する。 

 

２． 測定原理と実験装置 

デュアル光コム・ビート 

光コム１（コム間隔 frep1）に対して、周波数

間隔の僅かに異なる光コム２（コム間隔 frep2）

を空間的に重ねると、両者の多周波ヘテロダ

イン干渉により、隣接したモード間で生成さ

れたデュアル光コム・ビート（コム間隔∆frep= 

frep2 - frep1）が RF 周波数帯に生成される（図

1）。このデュアル光コム・ビートは、コム間

隔が frep1 から∆frep にダウンスケーリングされ

た光コム１のレプリカであり、光コムを構成

する個々のモードが RF 帯において異なる光

ビート周波数で高密度に周波数多重化される

ことに相当する。 

 

波長／２次元空間変換 

図 2 に示すように、光コムを２次元波長分

散素子に入射すると、波長に依存してコム･モ

ード毎に異なる立体角で空間分散され、２次

元虹色ビームとなる（波長/２次元空間変換）。

これを対物レンズで集光すると、各コム・モ

ードがサンプル面上で離散的な２次元焦点群

を生成することになる。すなわち、光コムを

構成する個々の光周波数モードを、空間的に

異なる 2 次元位置に集光することが出来る。 

 
図 2 波長／２次元空間変換 

次に、光コムの代わりに、デュアル光コム

を２次元波長分散素子に入射すると、デュア

ル光コム間で RF 帯光ビートを生成する隣接

したモード対（図 1）は、空間的に重畳して同
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一の焦点を形成することになるので、２次元

焦点群とデュアル光コム・ビート群の各信号

が『１対１』で対応する。 

スキャンレス・イメージング 

異なる周波数で強度変調された２次元焦点

群（図 3(a) (b)）でサンプルを励起すると、等

価な変調周波数を有する２次元蛍光スポット

群が生成される（図 3(c)(d)）。２次元蛍光スポ

ット群と 1対 1対応した周波数多重化信号（図

3(d)）を点型検出器で一括取得して、１対１対

応関係から画像化することにより、スキャン

レスで共焦点蛍光イメージを取得する（図

3(c)）。 

 

図 3 スキャンレス・イメージング原理 

実験装置 

実験装置構成を図 4 に示す。デュアル光コ

ム光源（OFC1, OFC2, 中心波長 1550nm、 frep1≈ 

frep2≈100MHz、∆frep≈1kHz）からの出力光を、第

三次高調波発生光用非線形光学結晶で波長変

換することにより、可視領域（中心波長 520nm）

のデュアル光コムを得る。２次元波長分散素

子には、スペクトル分散能力が大きく異なる

VIPA（FSR = 14.8 GHz、フィネス = 65) と反

射型回折格子（溝本数 = 1200 本/mm、ブレー

ズ波長 = 500 nm）を直交直列配置で用いる。

２次元波長分散素子/リレーレンズ/対物レン

ズを利用することにより、各コム・モードが空

間分離された 2 次元焦点群をサンプルに照射

する。2 次元焦点群のデュアル光コム光ビート

信号によって励起された全蛍光の時間波形を

光電子増倍管と高速デジタイザーで取り込み、

フーリエ変換によって RF スペクトルを取得

する。 

 

図 4 実験装置 

３． 実験結果 

サンプルには、ローダミン 6G 水溶液（モル

濃度= 300 µM、励起波長= 461–533 nm、蛍光波

長= 543–617 nm、蛍光寿命= 4.08 ns）を溶液チ

ャンバーに封入し、その上にテストチャート

サンプルをマスクとして配置することにより、

Group6 / Element1（行間隔= 39 µm / lp）のテス

トチャートパターンの蛍光強度イメージを取

得した。 

図 5(a)は、サンプルからの蛍光 RF コムモー

ドの時間波形を示している（時間窓= 9.96 ns、

サンプリング間隔= 97 fs、累積信号数= 

100,000）。蛍光RFコムモードの時間的挙動は、

時間波形のセンターバーストとして観察され

ている。この時間波形をフーリエ変換するこ

とにより、蛍光 RF コムモードの振幅および位

相スペクトルを得ることが出来る。図 5(b)お

よび図 5(c)は、蛍光 RF コムモードの振幅スペ

クトルと位相スペクトルを示している。振幅

スペクトル内のベタ塗り領域には、44,400 に

及ぶ RF モード群が含まれており、これが超高

密度 RF 周波数多重化信号に対応している。一

方、スペクトル包絡線は、サンプル蛍光強度の

２次元空間分布を反映している。 

RF コムモードと２次元画像ピクセル間の 1

対 1 の対応に基づいて、振幅スペクトルから

蛍光強度画像、位相スペクトルから蛍光位相

遅延画像を再構成した。図 5(d)および図 5(e)

は、再構成された蛍光振幅画像と蛍光位相遅

延画像を示している（画像サイズ= 234 µm×79 

µm、ピクセルサイズ= 300 ピクセル×148 ピク

セル）。更に、図 5(e)の蛍光位相遅延画像を蛍
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光寿命画像に変換したものが、図 5(f)である。

いずれの画像においてもターゲットパターン

が高いコントラストで可視化されているが、

画像コントラストのメカニズムは各々で異な

る。 

 

図 5 スキャンレス・フルフィールド蛍光イメ

ージング 

次に、蛍光振幅イメージングにおける信号

積算数と信号対雑音比（SNR）の関係を評価し

た。図 6 に、信号積算数をそれぞれ（a）100、

（b）1,000、（c）10,000、（d）100,000 に設定し

た場合の蛍光振幅画像を示す。信号積算数に

依存して、画像コントラストが変化した。より

定量的な分析のために、画像内関心領域（ROI）

の蛍光振幅の平均と標準偏差の比を、画像

SNR として定義した。図 6（e）は、信号積算

数と画像 SNR の関係を示している。画像 SNR

は、信号積算数の平方根に応じて線形増加し、

これはショットノイズ測定が達成されたこと

を示唆している。 

 
図 6 蛍光振幅イメージの測定 SN比 

最後に、蛍光寿命イメージングの定量性を

評価するために、異なる蛍光寿命を持つサン

プルの蛍光寿命画像を取得した。図 7(a)はロ

ーダミン 6G 水溶液（モル濃度= 300 µM、蛍光

寿命= 4.08 ns）、図 7(b)はローダミン B 水溶液

（モル濃度= 300 µM、蛍光寿命= 1.68ns）、図

7(c)はローダミン B メタノール溶液（モル濃

度= 300 µM、蛍光寿命= 2.46 ns）、図 7(d)はロ

ーダミン B エタノール溶液（モル濃度= 300 

µM、蛍光寿命= 2.93 ns）の蛍光寿命画像を示

している。すべての画像において、同様なテス

トチャート・パターンが得られているが、蛍光

寿命値はそれぞれ異なっている。図 7(e)は、文

献値と測定値の相関を示しており、両者間で

高い相関値（= 0.96）が得られた。蛍光寿命の

測定精度を、測定値と文献値の間の二乗平均

平方根誤差として定義すると、この実験では

0.07 ns の測定精度が達成された。 
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図 7 蛍光寿命イメージングの精度評価 

４．まとめ 

焦点の機械的走査が不要な蛍光DCMを開発

した。蛍光 DCM のスキャンレス・フルフィー

ルド・イメージング機能は、2D スペクトルマ

ッピングと、デュアル光コムビートの超高密度

周波数多重化によって実現された。 高い SNR

を得るには画像積算が必要であるが、蛍光イメ

ージングの最大取得レートは 1kHz に達した。

スキャンレスイメージングでの蛍光寿命測定

において、測定精度 0.07 ns が確認された。今

後、蛍光 DCM に共焦点光学系を導入すること

により、共焦点蛍光 DCM への展開が期待され

る。 
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１． 研究の背景 

タンパク質の機能は、局所かつ特定のタイ

ミングで活性化するといった、時空間的な特

徴を持つ。一方でこうしたタンパク質の振る

舞いが、どのような生理機能を持つかについ

ては特に in vivo ではほとんど分かっていな
い。その理由としては、ライブイメージングの

ような相関を解析する可視化技術だけではな

く、因果関係を解明可能な分子操作技術が大

きく不足している現状がある。よって、もし生

体内に発現するタンパク質の機能を網羅的か

つ局所的に不活化可能な分子操作技術が世界

で初めて実現すれば、ゲノム情報等の 2 次元

情報ではアプローチできない 3 次元の分子機

能情報が計測でき、臓器や脳における発生研

究や疾患治療法の開発等に多大な貢献が期待

できる。 

 
２． 本研究の目的 

生きた細胞・組織・生体で局所的に分子を操

作するには、光を用いる手法が理想的である。

これにより顕微鏡下でイメージングと同時に

操作が可能となり、イメージングで観察され

る分子活性の時空間的特徴が持つ生理機能に

アプローチが可能となる。光で分子機能を操

作する技術の一つとして、CALI法 1）がある。

CALI 法は光を吸収し活性酸素を産生する光

増感物質を用いたタンパク質機能光不活性化

技術である。CALI法には現在のところ、化学

合成された光増感物質を用いる方法（図 1A）

と遺伝子でコードされた光増感タンパク質を

用いる方法（図 1B）がある。例えば前者の場

合では、標的分子に対する抗体を光増感物質

で標識し、標的分子と反応後に光を照射する

と、産生する ROSによりごく近傍（3-4nm程

度）2）にある標的分子が酸化・立体構造破壊さ

れ、光による標的分子の特異的な不活化が誘

導できる（図１）。すなわち CALI の効率は

光増感物質と標的分子の間の相対的位置関係

に依存する。我々のグループではこれまでに、

光増感物質にエオシンを利用することで、

CALI効率を 5-10倍に高める新しい CALI法

の開発に成功している 3）。さらに我々は遺伝

子でコードされた SuperNova の開発 4）や、
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in vivo における AMPA 受容体の光不活化に

よる記憶消去 5）を報告するなど、新しい CALI

法の開発・応用を進めてきた。一方で前者の場

合（図１A）には、分子ごとに CALIが可能な

抗体を取得する必要がある。この場合は抗体

の取得から特異的に CALI 法に使用可能かな

どの評価に至るまで、一つの分子の CALI 法

を確立するまでに経験上約一年が必要であり、

あらゆる分子にハイスループットに適用する

ことは現実的でない。他方後者の場合（図 1B）、

光増感蛋白質 SuperNova は遺伝子でコード

されており、標的分子と融合すればよいため

抗体は不要であるが、融合位置が N/C末端し

かないため CALI 効率の最適化が難しく、

CALI効率の低い分子が非常に多い（図１B）。

また SuperNovaは、ゲノム編集により標的分

子にインフレームでノックインすれば内在性

分子の CALI も行うことができるが、遺伝子

サイズが大きいためノックイン効率が低いと

示唆された。以上から本研究目的の達成には、

申請者が世界をリードし研究を進めてきた

CALI法を基盤に、「CALI効率の最適化によ

り、あらゆる内在性分子をハイスループット

に操作可能な遺伝子でコードされた究極の分

子操作技術」を開発する必要がある。 

そこで本研究では第一に、SuperNova（以

下 SNRと略）について多数の円順列変異体を

開発することで、融合する標的分子との相対

的位置関係を巧みに変更し、CALI効率の最適

化を行う手法を確立する。これにより様々な

標的タンパク質に対する CALI 法を迅速に開

発し、網羅的な分子光解析技術を創生する。第

二にタンパク質の分割・再構成を SuperNova

に導入する（図 2A）ことでノックインする遺

伝子サイズを最小化し、内在性分子に対して

効率よく CALI を行う新技術を開発する(図

2B)。これら二つの技術の組み合わせにより、

生体分子の生理機能を網羅的かつ時空間的に
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計測可能な基盤技術の確立を目指す。 

 

３． 研究内容 

3-1 立体構造形成能が高いSNR変異体の開発 

円順列変異体とは本来の N 末端と C 末端

とを数アミノ酸のペプチド配列で繋ぎ、分子

内のループ領域に N 末端と C 末端を新たに

作った分子を指す。こうした蛋白質工学的テ

クニックは β ガラクトシダーゼや GFP で既

に実用化されており、各種指示薬の開発にも

利用されている 6）。これまでの研究から、本

手法が可能な分子は一般的に立体構造形成能

が高い傾向があることが知られており、プレ

リミナルな研究から SNR はそのままでは円

順列変異体を作成できないことも分かってい

た。そこでまず立体構造形成能が高い SNR変

異体の開発を進めた。 

本研究ではまず、SNR 遺伝子に対して

error prone PCR を用いてランダムに遺伝子

変異を導入し、大腸菌 BL21(DE3)を形質転換

した。メンブレンを敷いた LB プレート上に

形成した約 40000 個のコロニーについて、

IPTG含有プレートに移すことで、タンパク質

の発現を誘導し、野生型 SNRが蛍光をほとん

ど発していない誘導後 2 時間において蛍光の

強弱を確認した（図 3A）。ここではまず、目

視にて明確に蛍光が強いものを選び、これら

のコロニーの蛍光強度についてマクロ顕微鏡

と CCDカメラを用いて定量化した。このうち

最も強度の強いコロニーを選択し遺伝子配列

を確認した。この一連の変異スクリーニング

を計 4 サイクル繰り返し、野生型 SNR に比

べて蛍光発現が極めて速く、SNRから 8個の

変異を有する変異体 SNR 1.5の単離に成功し

た(図 3B)。本変異体は IPTG 誘導後 24 時間

においては SNR と蛍光強度がほぼ等しいた

め、蛍光量子収率が上昇したのではなく、立体

構造形成速度が上昇した変異体であると示唆

された。 

次にさらに立体構造形成速度が高い変異体

の取得を目指し ferritin タンパク質との融合

分子を作製し、同様の変異スクリーニングを

進めた。ferritinは蛍光タンパク質と融合する

と、蛍光タンパク質の立体構造形成が困難に

なることが知られている。この性質を利用し、

これまでに蛍光タンパク質の立体構造形成速

度を向上させた変異体の取得に利用されてき

た 7）。SNR の立体構造は GFP に類似してい
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るため、同様のスクリーニングが可能と示唆

される。このスクリーニングにより生細胞に

於いて SNR 1.5からさらに立体構造形成速度

が向上した SNR 2.3の取得に成功した（図 4A、

特許申請予定のため取得した変異の詳細は明

かさない）。また、精製タンパク質についてウ

レアおよび還元剤存在下で熱変性し、そこか

らの立体構造形成を in vitro で解析したとこ

ろ、SNR2.3は蛍光強度の回復率が約 1.7倍に

なるものの、立体構造形成が saturateするま

での時間はほとんど変わらないことが分かっ

た（図 4B）。他方、精製タンパク質の蛍光強

度は SNR2.3 と SNR ではほぼ同等である。

以上から立体構造形成速度に関する SNR2.3

変異の効果は生細胞でより強いことが示唆さ

れ、SNR2.3 では生細胞におけるシャペロン

を介したタンパク質フォールディングに関し

て効率の上昇が起こっていると示唆された。              

 

3-2 円順列変異体 SuperNovaの開発 

さらに、取得した SNR 2.3について円順列

変異体の作製を進めた。円順列変異体の

break pointは GFPを参考に選択し、当該コ

ンストラクトを発現ベクターにクローニング

し、大腸菌コロニー上にて蛍光強度を指標に

立体構造形成を確認した。その結果 cp27およ

び cp156においては強い蛍光が認められたが

cp116・cp189・cp104・cp211・cp171では蛍
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光が非常に弱く 3-1 と同様に変異スクリーニ

ングが必要と示唆された。そこで立体構造形

成効率が極めて低いこれらの円順列変異体に

ついて 3-1 と同様の遺伝子変異スクリーニン

グを大腸菌上で行い、それぞれ優れた立体構

造形成効率をもつ変異体の取得に成功した

(図 5A)。またこれらの変異体について一重項

酸素酸性能を in vitro において解析し、いず

れも SNR と同等以上の一重項酸素産生能を

有することが分かった。中でも cp27について

は、SNRに比べて約一重項酸素産生能が約 2

倍向上しており（図 5B）、今後この変異体を

出発物質に、さらに強力な光増感活性を持つ

変異体の開発が期待できる。さらに現在、様々

な標的分子をモデルに CALI 効率の迅速な最

適化に、これら SNR円順列変異体が有用か検

証を進めている。私は 4 月から現所属である

三重大学医学部に教授として赴任したが、ラ

ボのセットアップが終了後、こうした派生型

のプロジェクトについても鋭意進めていく計

画である。 

 

3-3 分割・再構成が可能な SNRの開発 

SNR 遺伝子は 678 塩基と大きくノックイ

ン効率は極めて低いため、そのままでは内在

性分子の解析が困難である。そこで本研究で

はタンパク質工学的手法を駆使し、ノックイ

ンする遺伝子サイズを巧みに最小化すること

で、本計測技術を実現する。SuperNovaは 11

本の β シートが発色団を囲んだ構造を持つ。

本研究ではこれを、C末端に存在する 11番目

の β シート（SuperNova11：CALI タグ）と

残りの SuperNova（SuperNova1-10：211ア

ミノ酸）に分割する(図 1A)。この CALIタグ

は 15アミノ酸の短い配列のため、容易に標的

タンパク質遺伝子にノックイン可能である。

SuperNova1-10発現細胞にCALIタグで標識

された標的タンパク質が発現すると、

SuperNova は速やかに再構成され標的タン

パク質と SuperNova の融合分子となり、

CALI が可能になる(図 1B)。こうした分割・

再構成は既に GFP などいくつかのタンパク

質で実用化されており 8）、立体構造が GFPに

類似した SuperNova でもその導入が可能で

あると見込まれた。 

我々は、SNR 2.3および 3-2で取得した円

順列変異体 SNR に分割・再構成を導入した

が、現在のところ再構成効率が極めて低い。蛍

光タンパク質では再構成効率を上昇させるた

めに、変異スクリーニングが進められている。

よって円順列 SNR においても同様な変異ス

クリーニングを行う必要があると考えられた。

現在大腸菌上で本スクリーニングを進める準

備を行っている。 
 

４．まとめ 

以上のように当初の目標であった立体構造

形成効率の高い変異体とその円順列変異体の

開発に成功した。最後の難関である分割と再

構成については、現在変異スクリーニングの

検討を進めている。これが成功すればゲノム

編集技術による遺伝子ノックインがたやすく

なると考えられ、内在性分子の網羅的な光不

活性化に有用であると期待する。 
一方で、ゲノム編集技術の進歩は著しく、

GFP 程度の大きさであっても神経系におい

て本研究開始当初よりも高効率なノックイン

が可能になっている 9）。よって SNR 2.3や円

順列変異体の分割再構成が困難である場合に
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は、方針を変更し最新のゲノム編集技術を用

いて円順列変異体をそのままノックインする

ことを検討中である。これにより、内在性分子

への対応を目指したい。 
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脊髄性筋萎縮症における次世代型診断薬の開発：SMN蛋白質測定系の構築 
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ナノスケール空間内での生体分子の物性の１分子計測法の開発表題 

（京都大学大学院理学研究科生体分子空間化学特別講座 特定准教授 遠藤 政幸） 

アルツハイマー病の超早期診断を目的としたβアミロイドオリゴマー検出技術の開発 
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多光子励起スペクトル計測による定量的肝炎病態診断技術の開発 

（愛媛大学大学院医学系研究科分子病態医学講座 講師 齋藤 卓） 

 

平成 28年度（第 33回） 

開発研究助成 研究成果報告 

平成 29年度（第 34回） 

開発研究助成 研究成果報告 

平成 30年度（第 35回） 

開発研究助成 研究成果報告 
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術後膵液漏／胆汁漏のベッドサイド診断を可能にする小型ドレーン排液測定器の開発 
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新原理に基づくタンパク質相互作用の非侵襲的光イメージング手法の開発 

（自治医科大学分子病態治療研究センター分子病態研究部 講師 口丸 高弘） 

難聴に関わる変異膜輸送タンパク質の局在/機能回復化合物のスクリーニング技術開発 

（金沢大学理工研究域フロンティア工学系 准教授 村越 道生） 

血液中濃度維持機構の解明を目的とした内因性エキソソームの計測・解析技術の開 

（京都大学大学院薬学研究科病態情報薬学分野 准教授 高橋 有己） 

細胞外の力場環境変化に伴う細胞内弾性・粘性の多点高速３次元計測技術の開発 

（名古屋大学工学研究科電子工学専攻 助教 山中 真仁） 

iPS細胞を応用した骨分化過程計測法の開発 
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分子座布団を組込んだ微小開口観察法による生体相互作用解析法の開発 
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新規蛍光スイッチングプローブによるライブセル超解像イメージング法の開発 

（東京大学大学院医学系研究科 講師 並木 繁行） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１ 顔写真は研究責任者です。     

注２ 所属等は助成研究実施時または執筆された当時のものです。 
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研究責任者 東京女子医科大学病院 遺伝子医療センター 

非常勤講師 荒川 玲子 
         
 
 
 

 
１． はじめに 

脊髄性筋萎縮症(SMA)は、生存のために人工
呼吸管理を必要とする最重症乳児期発症の I
型から成人発症の IV型まで重症度に大きな違
いがある。小児期発症 SMAは共通して SMN1 
遺伝子変異が原因であり、I型と II型は遺伝子 
欠失が 9割を超えること、III型、IV型におい
ては塩基置換による遺伝子変換の例があるこ

とが知られており、これらの変異による SMN
蛋白量合成障害が病因であることが明らかに

なっている。近年、SMN2遺伝子の発現やスプ
ライシングに影響を与える薬物投与にて SMN
蛋白量を増加させることにより治療が可能と

なってきた。治療に対する有効性評価が求めら

れるが、SMAは乳児から成人まで罹患する疾
患であるために、ひとつの運動機能評価スケー

ルで I 型～IV 型までを評価することは不可能
である。そのため有効性評価を統一して行うた

めのバイオマーカー確立が世界中で求められ

てきた。 
このような背景を踏まえ、我々は血液細胞に

おける SMN 蛋白をターゲットとしたバイオ
マーカーの開発を行った（特許第 6115979号,
特許第 6671664 号）。開発したバイオマーカ
ー解析法は 1.5mL のみの血液を用いて SMN
蛋白質の発現量と細胞内の局在解析が可能な

手法である。現行の手法では、血液細胞を表面

抗原マーカーで染色し、溶血、固定、細胞膜透

過処理の後、抗 SMN抗体で処理し、イメージ
ングフローサイトメトリー（Imagestream：イ
メージング FCM）でのデータ取得、SMN 蛋
白の核内構造体解析を行っている。本手法は神

経変性疾患である SMAで、血液細胞において
SMA患者とコントロール間で SMN 蛋白発現
量に明らかな有意差を認める世界初の解析法

であるが、使用機器が高額であり、解析にあた

り高度な細胞生物学の知識を必要とするため、

東京女子医科大学附属遺伝子医療センターの

みでしか測定・解析が出来ない。次世代型診断

薬として、このバイオマーカー解析を汎用化す

るためには、本手法をより簡易な測定系とする

ことが求められる。 
本研究では、遺伝性神経変性難病である脊髄

性筋萎縮症(SMA)のバイオマーカーとして、血
液中の survival motor neuron(SMN)タンパク
質の簡易な測定系および解析機器の開発を目

的とする。 
 
２． 内容 

我々の開発した SMA のバイオマーカー
SMN蛋白質測定システムは、測定系の煩雑さ、
分析アルゴリズムの複雑性などの課題があり、

簡易な解析系とすること、自動解析技術開発を
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することにより汎用性を高め、「どこでも、だ

れでも」測定できるシステムを確立する。 
具体的には以下の 2点の達成を目的とした。 
①血液細胞の自動前処理機器開発（表面抗原

マーカー染色～核染色まで） 
②イメージング FCM データの自動解析技術

開発 
これらの開発により検査プロセス全体の自

動化・機械化をすることにより、簡便化を図る。 
 本研究は、健常人および SMA患者の血液検
体を試料として用いるために研究協力者への

十分な説明と理解の上で、文書による同意を受

けて実施する体制をとった。血液等のヒト由来

試料を使用するため、「ヒトゲノム・遺伝子解

析研究に関する倫理指針」に従い、東京女子医

科大学の倫理委員会において計画の承認を受

け実施した。個々の被験者に関する情報は匿名

化して収集するが、生体試料との連結ができる

ような共通の匿名符号を用いた。 
 
３． 成果 

 以下の技術開発を行い、解析機器の構築を行

った。 
① 血液細胞の自動前処理装置の開発 
検体／試薬分注機能、冷却機能、遠心機能な

どを保有した自動前処理装置の開発を行った。

この自動前処理装置では、1.5mL の全血を用
いて、表面抗原マーカー染色、溶血・固定、膜

透過、抗体染色、核染色の行程を半自動で行う

ことが可能となった。従来の用手法との同等性

の検討においては、CD33陽性細胞率、細胞回
収率、染色性能において、同等の性能を達成し

た。 
② イメージングフローサイトメトリーデータ
の自動解析技術開発 
専用の解析アルゴリズムを開発し、用手法で

単球のゲーティングを行った後に、SMNタン
パク質の輝度解析を自動化することに成功し

た。従来法と自動解析アルゴリズムとの相関試

験の結果、良好な相関が確認された。 
 
 

４．まとめ 

本研究により、血液細胞を対象とした SMN
タンパク質発現解析において、自動前処理装置

および、自動解析アルゴリズムを用いた半自動

化が可能となった。本成果から、自動化の実現

可能性が示唆された。 
今後、本技術を用いて、治療介入前後の

SMA患者におけるSMNタンパク質発現解析
を予定している。 
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１．はじめに 

 糖化反応（glycation）は、食品の加熱中に
起こる着色や、香りの変化に関わる反応とし

て食品化学の領域で注目されてきた。近年に

な り 、 糖 化 最 終 生 成 物 で あ る AGEs
（Advanced Glycation End products）によ
り修飾された蛋白質が老化や代謝系の疾患に

関連した糖尿病性血管合併症や、動脈硬化な

どの多くの疾患病変部位に沈着しており、糖

化反応は血流の影響を受ける部位での老化に

関連した全身疾患（認知症、癌、高血圧、動脈

硬化症など）に関与していることが明らかに

なり、医療分野においても研究が展開され始

めている。糖尿病など代謝系疾患で血糖値が

高くなると、メイラード反応が加速され、AGE
蓄積量も増加する。血管が脆くなるのもこの

理由による。したがって年齢や疾患に伴う生

体の劣化を評価するため、生体に蓄積する

AGEの量を定量的に評価することは、社会的
にもこれからの予防医学を考える上で非常に

有用なことであると考えられる。しかし、AGE
蓄積の迅速評価が困難である。本実験では

AGE に含まれる蛍光物質の動的蛍光特性に
着目し、独自の光学的迅速 AGE評価システム

を開発すべく基礎データを得ることをその主

目的とした。さらには、コラーゲンの AGEｓ
架橋の特性を明らかにすることにより加齢や

糖尿病に伴う変化の理解に役立ち、生体内に

蓄積する AGEsの性質を解明することで様々
な疾患の予防方法の開発につながると考えら

れる。 
 

２．内容 

組織におけるAGEsの沈着をナノ秒蛍光法
にて蛍光寿命測定を行い可視化することを目

的とした。観察しやすくするために脱灰により

ハドロキシアパタイトを除くため1mmに薄切
した歯を37 ℃の10 %エチレンジアミン四酢
酸 (EDTA) 中にて処理を行う。試料を蛍光顕
微鏡 (Nikon Labshot-II) を用いた蛍光寿命
測定装置にて自己蛍光時間の測定を行った。  
UVダイオードレーザー (Hamamatsu PLP-
10; 波長: 375 nm、パルス幅: 80 ps、繰り返し
周波数: 5 MHz) で励起し、放出される青色蛍
光を時間相関単一光子計数法によって検出を

行った。年代別の皮膚および歯肉を対象として

年齢20才、40才、60才のそれぞれの世代に対し
てレーザープローベ型の蛍光寿命測定測定を

行った。モデルの図を次に示す。 
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さらに抗pentosidine抗体を用いた免疫組織
化学染色にて2型糖尿病ラットに歯肉組織にお
ける蛍光性AGEsの沈着様相を観察した。 

 
３．成果 

１）免疫組織化学染色による AGEsの分布 

 コラーゲン線維の糖化を示す染色像が年齢

に応じて年齢及びラットの歯肉などにおいて

も顕著に認められた。さらに免疫組織像におい

ても、血液の影響を受けやすい歯肉組織に

pentosidineが沈着している様相が確認できた。
歯においては歯髄腔の周囲の象牙前質の周囲

近傍にコラーゲン線維の糖化を示す染色像が

特に高齢の象牙質において顕著に見られた。 

（上図）糖尿病ラット２１Wの（免疫染色像抗

pentosidine）図内左側の歯肉上皮において蛍

光性 AGEsである pentosidineの濃染部が認め

られる。  

糖尿病ラットの歯髄においては pentosidine
の沈着が認められ、同様に歯肉上皮周囲におい

ても pentosidine の沈着が認められることが
分かった。 
 

２）歯肉及び皮膚の蛍光寿命測定 

 我々の研究グループは、2015 年に糖化コラ
ーゲンの蛍光寿命が非糖化コラーゲンに比べ

て短縮しそれらは pentosidine などの蛍光型
AGEs の蛍光寿命がコラーゲンと比べて短い
ためであるという報告を行った（Biomed Opt 
Exp 2015）。 

 

（上図）糖化コラーゲンの蛍光寿命測定 
糖化が進むにつれて蛍光寿命（τm）が短くなる

傾向が確認された。 
Ribose に浸漬した期間が長いコラーゲンゲル

ほど蛍光減衰が早くなっている。 
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 今回の実験では、歯肉表面や皮膚といった生

体表面に対してプローベ型の蛍光寿命測定を

行い蛍光寿命の低寿命化が認められることが

確認できた。下に皮膚及び歯肉の蛍光減衰（蛍

光寿命）の測定の結果を示す。加齢とともに減

衰時間が短くなっているのが分かる。 
 

 

 

（上図）皮膚、歯肉ともに高齢者において蛍光

寿命の短縮が認められた。特に歯肉において大

きな短縮が認められた。 
 
 

４．まとめ 

 本研究では免疫組織化学的手法やコラーゲ

ンの蛍光寿命測定のような物理化学的手法を

用いて 2 型糖尿病モデルラットによる AGEs
の蓄積測定、人の皮膚及び歯肉を対象とした蛍

光型 AGEs 蓄積様相の解析を行った。これま
ではラットの測定より高血糖状態が継続して

いる環境下においては、より強い AGEs の沈
着が認められることが分かった。歯肉は表皮が

なく、粘膜表層近傍に微細な毛細血管が多く認

められるため血液からの糖化の影響を受けや

すいためと考えられる。 
免疫組織化学染色においては、付加型 AGEs
の一種である CML と架橋型 AGEs である
pentosidineを用いていたが免疫染色に対する
感度の関係から非蛍光性のCMLが多く用いら
れてきた。本プロジェクトにおいて染色環境と

賦活化条件を変えることで pentosidine の精
度の高い免疫染色も可能となった。このことに

より蛍光源と組織内での局在の議論が可能と

なり染色性のコントロールは、AGEsの蓄積を
評価する上で非常に重要な技術となった。 
蛍光寿命は蛍光色素分子の密度が高まるこ

とにより短縮するといわれている。特に架橋型

AGEsは蛍光色素分子であることが多く、糖化
の影響を受けている身体の組織においては、コ

ラーゲン間の非生理的架橋が増加しているこ

とが本研究より免疫染色にて分かった。糖尿病

や加齢に起因した糖化反応による非生理的な

架橋が増加することで皮膚や血管の力学的強

度の減少などを介して全身的な疾患に関与し

ている可能性がある。また本研究における実験

手法は、糖尿病における糖代謝異常に関する臨

床研究にも有効であると考え、今後この現象を

より高感度な生体糖化および老化指標として

用いられないかと検討を行っている。 
 蛍光寿命測定を生体の歯肉に用いることで

安全且つ簡便に糖化レベルの違いを測定する

ことが出来るということが分かった。 
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１． はじめに 

心筋梗塞、脳梗塞などの動脈硬化を基盤とす

る血栓性疾患の発症には血小板が寄与する 1)。

血小板は、冠動脈内動脈硬化巣破綻部位などに

接着し、時間経過とともにダイナミックに活性

化する。従来、flow cytometryによるP-selectin
発現計測、活性化構造変化した GPIIb/IIIa の
検出など秒単位でのダイナミックな血小板の

活性化動態変化の経時的計測に適した指標は

なかった。 
血小板活性化時には細胞内カルシウムイオ

ン濃度が増加する。過去に血小板血栓の細胞内

カルシウムイオン濃度をビデオレートにて計

測する方法を報告した 2)。クロピドグレルに代
表される P2Y12 ADP受容体阻害薬はカルシウ
ムイオン濃度の周期的増加の阻害により血小

板血栓を不安定化させることを示した 2)、3)。 
von Willebrand 因子(VWF)、コラーゲンな
ど血栓性マトリックスに動脈血流下にて接着

する血小板細胞内のカルシウムイオン濃度の

動的計測を単一血小板レベルにて可能とする

計測法の確立を目指す。 

 
２． 内容 

動脈血流に相応する血流条件下の血小板接

着を再現するために図 1 左に示す並行平板

flow chamberを用いる。健常人から採血し、
カルシウム感受性色素 fluo-3 にて血小板を蛍
光標識し、赤血球と血漿を含む再構成血液を作

成し、flow chamberを介して固相化した VWF
上に血液を灌流する。図 1右に示すニポー式の
高速レーザー共焦点顕微鏡にて VWF に接着
した血小板内のカルシウムイオン濃度を計測

する。 

 
３． 成果 

高速レーザー共焦点顕微鏡の焦点をピエゾ

モーターにより上下させることにより VWF
に接着した単一血小板の 3 次元投影イメージ

を作成した（図 2）。VWFに結合し、扁平化し
た血小板細胞内にて、活性化後に中心部からカ
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ルシウムイオン濃度が上昇していることがわ

かる。 

 

単一血小板細胞内カルシウムイオン濃度

[Ca2+]iの計時変化の計測結果を図 3 に示す。
VWF上では最初の接着後に[Ca2+]iが上昇した。

その後、[Ca2+]iは低下し、3秒周期程度にわず
かな増減を認めた。 

 図 4 には固相化したコラーゲン上に接着し
た血小板細胞内カルシウムイオン濃度の計時変

化を示す。接着後に急速にカルシウムイオン濃

度が上昇したのち低下し、その後は 2-3 秒周期
にて[Ca2+]iの増減を認めた。VWF上とコラーゲ
ン上の血小板細胞の活性化動態の差異を示唆し

た。 

４． まとめ 

並行平板 flow chamberと高速レーザー共焦
点顕微鏡を用いて、血管壁損傷部位に発現する

VWF、コラーゲンに血流下に接着する血小板
細胞内カルシウムイオン濃度計時変化の定量

計測法を確立した。本法により VWF上とコラ
ーゲン上では血小板細胞の活性化動態が異な

ることを示唆した。 
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１． はじめに 

タンパクや酵素の持つ数ナノメートルの空

間（ナノ空間）では基質となる生体分子の安定

性や折り畳みなどの物理的な性質が大きく変

化することが知られている。1 つの例がシャペ

ロニンと呼ばれる空洞を持つタンパク質で、そ

の狭い空洞内に間違って折り畳まれたタンパ

ク質を取り込み正しく折りたたみ直す。生体分

子が空間から受ける影響と相互作用について

は計算科学的な考察がなされているが 1)、系統

立てて実験系を作成、測定し考察されたことが

なかった。本研究者らは、この現象に対して

DNA によってナノサイズの空間を作成し、その

内部で DNA 構造体の 1 つであるグアニン四重

鎖構造の安定性や折り畳みを 1 分子計測する

方法を開発してきた 2)、3)。 

本研究では、光ピンセットを使った空間内で

１分子の物性の計測を通じて、環境要素の一つ

である空間が生体分子の物性に与える影響と

その仕組みを解明し、空間内部の環境を含めた

空間と分子間に働く相互作用について明らか

にする。空間のサイズ、形状のデザイン、内部

の化学修飾を行い、空間内での様々な生体分子

の物性を 1分子力測定から詳細に検討する。さ

らに、計算科学手法によって空間内での分子の

振る舞いを実測結果と照合する。これによって

「狭小空間と分子間の相互作用」の一般性や拡

張性を明らかにし、ナノ空間の環境によって生

体分子の反応性を制御する分子システムの構

築についても検討する。 

図 1 (A) シャペロニン GroEL/ES のナノ空間

を使った生体分子の折り畳みの介助。 

ナノ空間が、生体分子の物性に影響を与えてい

る。(B) DNAオリガミで作成した空間内にグア

ニン四重鎖を導入し、ナノ空間内での分子の安

定性と折り畳みの速度といった物性を 1 分子

計測した。 

 
２． 内容 

本研究では、ナノスケール空間で生体分子が
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どのように振る舞うのかについて、様々なサイ

ズの空間を DNA で作成し、その中に閉じ込め

られた分子の物理的な性質がどのように変化

するかについて直接測定し、その詳細に明らか

にする。 
この問題を解決するため、第一に必要なこと

は、ナノ空間の作成とどのようにターゲットと

なる生体分子を空間内部に配置するかである。

実験に用いる様々なサイズの均一な空間を作

成する方法がなかったため、本研究者が研究し

ている「DNA オリガミ」4)とよばれるナノスケ

ールの構造体の構築方法を応用し、目的のナノ

空間をデザイン・作成した。さらに、目的とす

る分子を空間内に固定するための手法と測定

技術の開発を行った。こうして、DNA で作成

したナノ空間内で生体分子の安定性や折り畳

みを 1 分子測定できる分子システムを開発し

た。 
本研究では、狭小空間と分子との相互作用が

生体分子の物性に与える影響について、光ピン

セットによる１分子計測法を用いて、空間に閉

じ込められた分子の物性を明らかにする。 
（１）ナノ空間のサイズ・形状に対する多様な

基質生体分子への影響の検討：様々な形状や内

部空間サイズ(6-15 nm)の中空な DNA ナノ空

間「ナノケージ」を DNA オリガミ法によって

設計・作成し、内部に導入した構造を有する

DNA 分子(グアニン四重鎖、i-モチーフ、ヘア

ピン DNA)の機械的及び熱力学的な安定性や

折り畳みの速度を光ピンセットによる１分子

力測定によって検討する。 
（２）ナノ空間内部の環境に対する生体分子へ

の影響の検討：空間内部の環境を変えるため、

疎水環境、クラウディング環境、カチオン性環

境を化学修飾によってナノケージ内に構築し、

これらの特徴的な環境を再現することで、物性

に対する影響を観測する。 
（３）ナノ空間での水分子の物性の実測とシミ

ュレーションの検討：生体分子のフォールディ

ングには、水分子の水和と脱水和が大きく関与

する。これらを含めたナノ空間内での生体分子

の挙動を分子動力学シミュレーションし、実測

結果との整合性を検討する。 

 

図 2 ナノ空間内でのグアニン四重鎖の物性測定 

 (A) 実験では、DNA オリガミで作成したナノ空

間内にグアニン四重鎖を入れ、両側からこのグ

アニン四重鎖を光ピンセットで 1 本鎖の DNA に

なるまで引き伸ばし、構造がほどかれるときに

かかる力(アンフォールディング力)とその際に

伸びた距離(分子長の変化)を 1 分子計測し、分

子の安定性を求めた。空間のサイズ 9×9 nm の

ナノケージを使用し、物性への影響を見た。(B)

ナノケージのない(C) ナノケージ内でのグアニ

ン四重鎖の分子長の変化とアンフォールディン

グの際にかかる力のヒストグラム。 

 

３． 成果 

（１）ナノ空間内でのグアニン四重鎖の安定化 
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本研究では、DNA オリガミによって作成し

た角筒状の構造体（ナノケージ）を利用して、

分子サイズに大きさの制限されたナノ空間を

実験的に再現し、制限された空間内でのグアニ

ン四重鎖(GQ)と i-モチーフ(iM)構造の安定性

や構造の形成に対する影響を検討した（図 2）。
また、ナノ空間のサイズに対するグアニン四重

鎖及び i-モチーフ構造の機械的および熱力学

的安定性と折り畳みの速度を測定し、空間のサ

イズに対する分子の物性への影響を調べた。筒

状の 6、9、12、15 nm の空間を持つナノケー

ジ内部に、グアニン四重鎖構造及び i-モチーフ

構造を導入し、それぞれの構造体を AFM によ

って確認した。さらに、光ピンセットで計測す

るために長鎖の 2 本鎖 DNA を両側に結合し、

その先端にポリスチレンビーズを取り付けた

(図 2A) 。 
実験では、2 つのレーザートラップを使った

光ピンセットでビーズをトラップし、集光点を

動かすことでナノケージ内に入れたグアニン

四重鎖あるいは i-モチーフ構造を引き伸ばし

た。機械的な力を加えることで、１本鎖になる

時の DNA 鎖の伸びた長さ（分子長の変化）と

その際にかかる力（アンフォールディング力）

を測定した（図 2B）。4 種類のサイズのナノケ

ージを作成することで、構造の安定性と折り畳

みやほどける過程への空間サイズの影響を調

べた。ケージなしで測定した場合、折り畳まれ

たグアニン四重鎖のアンフォールディングに

要した分子長は 8.3 nm、必要な力が 20.7 pN
であったのに対し（図 2B）、グアニン四重鎖を

小型のナノケージ(9×9 nm)に入れた場合は、

8.2 nm、38.6 pN と計測された（図 2C）。分子

長の変化はほぼ同じであることから、小型のナ

ノケージ内では標準的なグアニン四重鎖構造

が形成されたことが分かる。また、物理的な力

に対するグアニン四重鎖の機械的な安定性が、

小型のナノケージに入ることで、ケージなしに

比べて約 2 倍に増加している。大型のナノケー

ジ(15×15 nm)中での安定性はこれらの中間で

あることから、より狭い空間の中ではグアニン

四重鎖構造の安定性が増すことが分かった。ナ

ノ空間に置かれるだけでグアニン四重鎖は安

定化し、小型のナノケージによって安定化され

るエネルギーは 7.1 kcal/mol と大きい。一方

で、最小型のナノケージ(6×6 nm)では分子長

の変化が 6.9 nm で「バスケット型」と呼ばれ

るコンパクトなグアニン四重鎖構造をとるこ

とから、狭い空間そのものがグアニン四重鎖の

形成に直接影響を及ぼすことが分かった。ナノ

ケージ内でのグアニン四重鎖の折り畳みの速

度も小型のナノケージ内では、ケージなしに比

べて約 30 倍増加し、サイズに依存することが

分かった。 
 

一方で、i-モチーフ構造に対しても空間のサ

イズに対する分子の物性への影響を調べた(図
3A)。筒状の 6、9、12、15 nm の空間を持つナ

ノケージ内部に、i-モチーフ構造を導入し、光

ピンセットによって 1 分子力測定を行った(図
3B)。ナノケージ内で i-モチーフ構造が形成さ

れ、比較的中性に近い pH でも安定に形成され

た。また、サイズが狭小になるにしたがってよ

り安定化し（最小のケージでは形成されず）、

折り畳みの速度の増加が見られた(図 3C)。小

型のナノケージ内では、ケージなしに比べて

4.2 kcal/mol の安定化が見られた(図 3D)。最小

のナノケージでは i-モチーフ構造が形成され

ず、また小型のナノケージ中では pH がやや中

性に近い状態でも i-モチーフが形成されると

いったナノ空間特異的な現象も見られた。これ

らの結果をまとめると、ナノケージ内部でのグ

アニン四重鎖と i-モチーフ構造の機械的及び

熱力学的な安定性と迅速な折り畳みが見られ、

ナノケージのサイズが小さくなるにしたがっ

てこれらが増大することが実験的に明らかに

なった。 
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図 3 ナノ空間内での i-モチーフ構造の物性測定 

 (A)i-モチーフ構造は酸性下で形成する四

重鎖構造で引き伸ばすことで解け1本鎖DNAに

なる。（B)空間のサイズ 6～15 nm を使用し、空

間のサイズが物性へ与える影響を見た。(C)ナ

ノケージ内でのグアニン四重鎖のアンフォー

ルディングの際にかかる力のヒストグラム。

(D)得られたアンフォールディングに要する自

由エネルギー変化。 

（２）ナノ空間内でのグアニン四重鎖と i-モチ

ーフの安定性に対する水分子の影響 

グアニン四重鎖と i-モチーフ構造の安定性

は、空間が狭くなるとより安定化するという結

果を得た。この原因を探るため、これらの構造

のアンフォールドと折り畳みする際の水分子

の水和と脱水和に着目し、空間の内部に存在す

る水分子の性質を検討した。まず、グアニン四

重鎖構造の折り畳みの際に放出される水分子

の数Δn=95 5)と実測したアンフォールディン

グの際の平衡定数 Kobs をプロットすることで

それぞれのナノケージ中の水の活量(aH2O)を
求めた（図 4A）。これによりナノケージ内の水

分子の状態（水の活量）を見積もった。この結

果、ナノケージのサイズが減少するにしたがっ

て水の活量が減少することが分かった(図4B)。
一連のナノケージを用いて、グアニン四重鎖及

び i-モチーフ構造の安定化は水の活量が低下

する狭小な空間内でより促進されることが明

らかとなった。ナノケージ内部では、水分子は

制限された空間に閉じ込められ、より秩序立っ

て配置されると考えられるため、これが水の活

量の低下になって表れると推測される。 
DNA オリガミによって空間を作成し、分子

を閉じ込めることで、狭小空間内での生体分子

の振る舞いを明らかにした。空間の大きさが制

限されていることが、空間内の生体分子の構造

や反応性に影響を与えて、空間内の水分子の状

態が折り畳みに影響を与えることが分かった。 

図 4 ナノ空間内の水の活量の評価 

 (A)水の活量(aH2O)と実測した Kobs の対数―

対数プロット。グアニン四重鎖のナノケージ

（空間のサイズ 6～15 nm）中での安定化エネ

ルギーを使用。上記の関係式とΔn=95 から水

の活量 aH2O を求めた。（B)それぞれのサイズの

ナノケージ内での水の活量。 
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（3）ナノ空間内での 2本鎖 DNA の安定性 

生体中でグアニン四重鎖を形成できる配列

を持つ 2本鎖DNAは遺伝子発現の調節に使わ

れているといわれている 6)。ここでは、グアニ

ン四重鎖を形成する bcl-2プロモーター配列を

使い、ヘアピン型の 2 本鎖 DNA の安定性を検

討した(図 5A)。ヘアピン型の 2 本鎖 DNA を

ナノケージ中に導入し、光ピンセットを使って、

1 分子力測定を行い、2 本鎖 DNA の安定性を

検討した。ナノケージ内に導入したヘアピン型

2 本鎖 DNA は、動力学シミュレ―ションを行

い、その結果、安定にヘアピン構造を形成でき

ることが分かった(図 5B)。 

図 5 2 本鎖 DNA のナノ空間内での物性 

(A)ヘアピン型 2 本鎖 DNA 構造を引き伸ばすこと

で解け 1 本鎖 DNA になる。（B)bcl-2 プロモーター

配列を 15×15 nm ナノケージに導入した。ナノ

ケージ内部でのヘアピン型 2本鎖 DNAの動力学シ

ミュレーション。(C)ナノケージ中またはナノケ

ージなしの分子長の変化と(D)アンフォールディ

ング力のヒストグラム。 

ナノケージ(15×15 nm)中またはケージなし

で測定した場合、ヘアピン型 2 本鎖 DNA のア

ンフォールディングに要した分子長の変化は

それぞれ、13.2 nm と 13.5 nm でありほぼ同

様であった(図 5C）。このことは、ナノケージ

内でも問題なくヘアピン型 2本鎖DNAが形成

されることが分かった。次に、アンフォールデ

ィングに必要な力がケージなしで 20.2 pN で

あったのに対し、ナノケージ中では 9.4 pN と

計測された(図 5D)。このことは、形成された 2
本鎖 DNA の機械的な安定性が、ナノケージに

入ることで、大きく不安定化されることが分か

った。 

図 6 テロメア配列を持つ 2本鎖 DNAの解離と

グアニン四重鎖と i-モチーフの形成(A) 

(B)4 種類の F-X カーブからナノケージ内で 4

つの状態に分類された。(C) ケージなしとナノ

ケージ内での 4 種類の状態の割合。 

次に、2 本鎖 DNA のナノ空間内での安定性

について、特にテロメア配列を持つグアニン四
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重鎖/i-モチーフ相補鎖の 2 本鎖 DNA の安定性

をナノケージ内で計測した。同様の方法でヘア

ピン型 2 本鎖 DNA をナノケージ内部に導入

し、光ピンセットを用いてその安定性を測定し

た。カリウムイオン存在下酸性で、ヘアピン

DNA の解離とともに、グアニン四重鎖と i-モ
チーフを形成すると考えられる(図 6A)。測定

の結果、4 種類の F-X カーブから 4 つの状態

に分類され、分子長とアンフォールディング力

の値から、グアニン四重鎖、i-モチーフ、ある

いは 2つの四重鎖の形成が検出された(図 6B)。
ナノケージ内でのそれぞれの割合も計算され

た(図 6C)。つまり、ナノ空間内で 2 本鎖 DNA
がほどかれやすくなり、グアニン四重鎖や i-モ
チーフの形成が促進されることが明らかにな

った 7)。 
一般的な 2 本鎖 DNA の Watson-Crick 型の

塩基対形成は、狭小空間で不安定化し、逆に

Hoogsteen 型の塩基対からなるグアニン四重

鎖や i-モチーフ構造は、ナノ空間で安定化され

ることが分かった。このように、空間そのもの

が核酸構造の形成や安定性に大きく影響を及

ぼすことが示唆された。 

 

４．まとめ 

以上のように、DNA オリガミを用いて様々

なサイズのナノ空間を作成し、グアニン四重鎖、

i-モチーフ、2 本鎖 DNA を用いて、ナノ空間

に閉じ込められたときの分子の熱的な安定性

について検討を行った。ナノ空間内では、グア

ニン四重鎖や i-モチーフ構造は形成され、その

安定性が大幅に増加することが分かった。さら

に、より狭いナノ空間では、これらの構造はよ

り安定化されることが分かった。より狭いナノ

空間では、グアニン四重鎖構造の形成に直接影

響を及ぼすことも見出した。また、これらの構

造の安定化をもとに空間内での水分子の化学

的な性質を調べると、空間内では水分子の化学

的な性質が大きく変化し、生体分子の安定性に

大きな影響を与えていることが明らかとなっ

た。一方で、2 本鎖 DNA は空間内では不安定

化され、グアニン四重鎖や i-モチーフ構造が容

易に形成されることも分かった。このことは、

生体中では、四重鎖構造などの構造を形成する

配列があると 2 本鎖 DNA 不安定化し、これら

の構造が形成され、遺伝子発現に制御がかかる

と考えられる。現在は、化学修飾したナノ空間

内での DNA 構造の安定化を検討している。 
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１． はじめに 

高齢化人口の増加に伴う、アルツハイマー病

(AD)罹患者の急増は、世界的に大きな問題と
なっており、その克服は喫緊の課題である。脳

内における β アミロイドタンパク質(Aβ)凝集
体を主成分とする老人斑の沈着は、ADの特徴
的な病理学的変化である。この Aβ凝集体の中
でも、凝集度の低い Aβオリゴマーは、最も神
経細胞への毒性の高いAβ凝集体であることが
知られており、現在、Aβオリゴマーは、ADの
予防、診断、治療に対する新たな標的分子とし

て注目されている 1)。 
Aβ凝集体の生成は AD発症過程の初期段階
より認められることから、申請者らを含めたい

くつかの研究グループにより、Aβ 凝集体の生
体イメージングを目指した PETトレーサーの
開発研究が活発に行われ、現在数種の PETト
レーサーが臨床応用されている 2)。しかし、こ

れらAβトレーサーを用いた臨床研究の結果か
ら、Aβ の蓄積が認められるが、AD を発症し
ない、多数の擬陽性群の存在が明らかとなって

きた。この原因として、これら従来の Aβ 用
PETトレーサーは、Aβの凝集度が高く、神経
毒性の低い老人斑を検出できるが、Aβ オリゴ
マーには結合性を示さず、Aβ オリゴマーの生

体イメージングは不可能であることが指摘さ

れている(Figure 1)。一方、神経細胞に対する
毒性の最も高い Aβ 凝集体は、凝集度の低い、
Aβ オリゴマーであることが報告されている
(Figure 1) 3)。したがって、Aβ凝集度の高い老
人斑を検出する、従来型の PETトレーサーで
はなく、Aβ オリゴマーを特異的に検出できる
PETトレーサーが開発できれば、現在の Aβの
PET イメージングで問題となっている、擬陽
性の診断も改善され、高い精度で AD の PET
画像診断が可能になると考えられる。このよう

な背景の下、本研究では Aβオリゴマー結合性

トレーサーの開発を行うことを計画した。 

２．方法 

Figure１．Aβ の凝集度と毒性の関係およ

び PET トレーサーでの検出能 
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2．1． Aβオリゴマーの作製① 

Kayed らによって 2007 年に報告された方
法を参考にし 4)、 Aβ(1-40) (0.55 mg)を
1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロ -2-プロパノール 
(HFIP, 200 μL)に溶解し、室温で 15分静置し
た。H2Oを用いて 10倍希釈し、さらに 15分
静置した後、15,000×gで 15分遠心した。上清
を分注しArガスによってHFIPを揮発させた
後、ThermoMixer C (eppendorf)を用いて 22℃、
500 rpmで 24時間インキュベートした。 

 
2．2．Dot blot 法による Aβ オリゴマーの確認 

ニトロセルロース膜を PBSに浸潤させたの
ち、2.1.で作製した Aβオリゴマー (2 μL)をア
プライした。乾燥させた後、ブロッキング液 
(Blocking One, ナカライテスク)に 1時間浸透
し、TBS-Tで洗浄 (15分×1回、5分×2回)し
た。次いで、免疫反応促進試薬(Can Get Signal、 
Solution 1 、  TOYOBO) 1 mL 、  A11 
(Invitrogen)もしくは OC (Milllipore)抗体 2 
μLを加え 4℃で一晩静置した。TBS-Tで洗浄 
(15分×1回、5分×2回)し、免疫反応促進試薬 
(Can Get Signal、 Solution 2、 TOYOBO)お
よび 2 次 抗体  (anti-rabnit IfG-HRP、 
promega) 1 μLを加え室温で 1時間静置した。
その後、TBS-Tで洗浄 (15分×1回、5分×2回)
し、化学発光検出試薬(Chemi-Lumi One、 ナ
カライテスク)を加え、Chem Doc Touch (Bio-
Rad)を用いて発光を観察した。 

 

2．3． Aβオリゴマーの作製② 

Kayed らによって 2003 年に報告された方
法を参考にし 5)、Aβ(1-42) (0.55 mg)を 100 mM
の NaOH水溶液を用いて、2 mMになるよう
に溶解し、30 秒間ソニケーションを行った。
次いで、0.02% NaN3 含有 PBS を用いて 45 
μMになるように希釈した後に、25℃で 72時
間静置した。  

2．4． Western blot 法による Aβ オリゴマー

の確認 

2.3.で作製した Aβオリゴマー (2 μL)と 2 × 
Sample bufferを混合し 100℃で 5分間煮沸し
た。その後 10-20% Tris-HCl ゲルを用いて電
気泳動を行った。ゲルを転写緩衝液で洗浄(5分
×3 回)した後に、活性化した PVDF 膜に転写
した。次いで、10% スキムミルク含有 TBS-T 
(0.01% Tween 20)中で 1 時間室温で静置した
後、A11 抗体を加えて 4℃で一晩静置した。
TBS-Tで洗浄 (5分×3回)し、 2次抗体 (anti-
rabnit IfG-HRP) を添加して室温で 1 時間静
置した。その後、TBS-Tで洗浄 (5分×3回)し、
化学発光検出試薬 (Chemi-Lumi One、 ナカ
ライテスク)を加え、Chem Doc Touch (Bio-
Rad)を用いて発光を観察した。 

 

2．5． AD 患者脳切片における Aβ オリゴマー

の確認 

AD患者脳切片は、京都大学大学院医学研究
科より提供されたものを使用した。キシレン洗

浄 (10 分×2)、100% EtOH (1 分×2)、90% 
EtOH、80% EtOH、70% EtOH 洗浄 各 (1分
×1)および精製水洗浄 (30 秒×1)をすることで
脱パラフィン処理を行った。次いで、10 mMク
エン酸緩衝液 (pH 6.0)あるいは 90%ギ酸を用
いて免疫賦活化処理を行った。PBS-T で 3 分
間洗浄後、3% H2O2-PBS-Tを添加し室温で 20
分静置した。さらに PBS-Tで洗浄(5分×3回)
後、Blocking One Histo (ナカライテスク)を添
加し室温で 5 分間インキュベートした。その
後、A11、 OC、 4G8 (BioLegend)および 6E10 
(BioLegend)の各抗体を添加し 4℃で一晩静置
した。PBS-T 5分間×3回洗浄し、2次抗体と
1 時間インキュベートさせた。PBS-T で洗浄 
(5 分×3 回)後、ABC solution を添加し室温で
30分間静置した。さらに PBS-T (5分×3回)、
TBS (5 分×1 回)洗浄後ジアミノベンジジン溶
液を用いて発色させ、封入後顕微鏡で観察した。 
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2．6． AD 患者脳切片を用いた in vitro オー

トラジオグラフィー 

2.4.と同様の方法で脱パラフィン処理を行
った AD 患者脳切片に 10%EtOH 溶液に溶解
した化合物 1もしくは 2 (370 kBq/mL)を滴下
し、室温で 1時間静置した。その後、50%EtOH 
(1 分×2 回)および水(30 秒×2 回)で洗浄し、イ
メージングプレートにコンタクトさせ、12 時
間後に BAS5000(FujiFilim)を用いて解析した。 

 

２． 成果 

3．1． Aβオリゴマーの作製 

2.1.の手法によって作製した Aβ オリゴマー
の Dot blot法による結果を Figure 2に示す。
A11 抗体および OC 抗体いずれにも陽性を示
した (Figure 2)。  

Figure 2. Dot blot 法の結果 

 
また、2.3.の手法によって作製した Aβ オリ
ゴマーに関しても western blot 法によって同
様の結果が得られた (Figure 3)。  

Figure 3. Western blot の結果 

 

以上の結果から、複数の手法によって Aβオ
リゴマーの作製に成功したことが示された。現

在、これらの手法によって得た Aβオリゴマー
を用いて、新規化合物を用いた親和性に関する

検討を進めている。 

 
3．2． AD患者脳切片を用いた免疫染色 

AD患者前頭葉切片について、抗 prefibrillar 
オリゴマー抗体である A11、 抗 fibril および
fibril様オリゴマー抗体である OC、 抗 βアミ
ロイド抗体である 4G8 および 6E10 の免疫染
色結果を Figure 4に示す。いずれの抗体にお
いても多数の陽性部位が認められたことから、

本検討で用いた前頭葉切片においては広範囲

にAβオリゴマーが存在することが明らかとな
った。 

Figure 4. 前頭葉切片の灰白質における免疫染

色の結果 

Figure 5. 前頭葉切片の白質および灰白質にお

ける免疫染色の結果 (矢印で示す部分は A11抗体

のみ陽性部位) 
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さらに、Figure 5 に示すように白質部位に
おいては A11 抗体陽性かつ OC 抗体陰性の領
域が存在することも明らかとなった。そのため、

この領域への化合物の集積量を評価すること

で A11 抗体陽性オリゴマーのみに結合する化
合物を弁別することも可能であると考えられ

た。 

 
3．3． AD 患者脳切片を用いた in vitro オー

トラジオグラフィー 

Aβ オリゴマーを標的とした核医学分子イメ
ージングプローブの開発を目的として、新たに

放射性ヨウ素を標識核種とする化合物 1 およ
び 2 (Figure 6)を設計・合成し、3.2.で評価し
たAD患者の前頭葉切片を用いた in vitroオー
トラジオグラフィーを行うことでその有用性

について評価した。Figure 7 にその結果を示
す。化合物 1 および 2 はいずれも白質へ高く
集積したが、この放射能集積はA11陽性部位、
陰性部位のいずれにおいても認められた。また、

白質に比べて灰白質の放射能集積が低かった

ことから、化合物の白質における非特異的集積

が高いことが示唆され、化合物 1 および 2 は
Aβ オリゴマーに対しても結合している可能性
はあるものの、それを詳細に評価するには至ら

なかった。 

 Figure 6. 化合物 1 および 2 の化学構造 

 
Figure 7． 化合物 1 および 2 の in vitro オート

ラジオグラフィー 

 

４．まとめ 

本研究では、Aβ オリゴマーイメージングプ
ローブの開発にあたり、まず初めにその評価法

の基本となるAβオリゴマーの作製に関して詳
細な検討を行った。その結果、Aβ オリゴマー
の生成を Dot blot法およびWestern blot法に
より確認した。 
さらに、AD患者脳組織切片における各種オ
リゴマー抗体を用いた免疫染色の結果、AD脳
切片上の Aβオリゴマーの存在を確認した。Aβ
オリゴマーイメージングプローブの候補化合

物として設計・合成した化合物 1 および 2 を
用いて、AD切片における in vitroオートラジ
オグラフィーを行った。現在 Dot blot 法およ
び Western blot 法により生成を確認した Aβ
オリゴマーを用いた in vitro 結合実験および
AD脳切片を用いた in vitroオートラジオグラ
フィー実験による候補化合物のスクリーニン

グを継続して実施しており、この中から見出さ

れるリード化合物を放射性標識することで Aβ
オリゴマーイメージングプローブの開発が可

能になるかもしれない。 
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１． はじめに 

心臓、腎臓、肝臓および肺など、脳を除く主

要な臓器では、活性化した線維芽細胞が多量に

コラーゲンを産生し、組織が線維化されること

がある。コラーゲンによる線維化は、臓器の慢

性疾患において普遍的に認められる組織変化

であるため、機能不全への進行を阻止するため

の重要な治療標的と考えられている。例えば、

心筋梗塞においては、虚血により心筋細胞が壊

死すると、壊死した細胞の跡を埋めるようにコ

ラーゲンの蓄積が起こり、心臓が線維化する。

腎臓や肝臓においても慢性不全において組織

は線維化する。肺線維症は、ガス交換を行う上

皮組織が慢性炎症によりコラーゲン線維化し、

呼吸困難をきたす致死的疾患である。 

本研究の目的は、近年著者らが開発した超音

波を利用した新手法（音響誘起電磁法 , 

Acoustically stimulated electromagnetic 
(ASEM) method）を用いて、臓器の線維化を
非侵襲に評価・可視化することである。安全で

繰り返し検査を行うことができる線維化診断

技術の確立は、循環器系、泌尿器系、消化器系、

呼吸器系の治療に広く貢献することが期待さ

れる。 

主流となっている検査は、患者から摘出され

た組織を染色して光学顕微鏡で観察する「生検」

である。生検は、患者への負担が大きく、高齢

者には適用できない場合がある。そこで、病態

評価や予後予測がより頻繁に検査できる非侵

襲・低侵襲の診断技術が求められている。各臓

器・疾患に対して、MRI、X線、エラストグラ
フィおよびバイオマーカーの探索など、多くの

技術開発が進められているが、線維化を直接的

に診断できる手法はまだ十分確立されていな

い。本稿では、ASEM法の原理と最近の生体組
織における基礎研究について報告する。 

 

２． 内容 

本研究で提案する解決策は、近年申請者らが

開発してきた音響誘起電磁法（ASEM法）を線
維化診断技術へと応用することである。ASEM
法は、超音波照射により発生する対象物からの

交流電場や交流磁場を高感度に検出する手法

である（図１）。従来のエコー法と異なり、対

象物の電気・磁気特性が画像化される。これま

での研究から、生体組織では圧電性を有する線

維状コラーゲンにおいて、超音波により誘起さ

れた交流電場（ASEM信号）の発生が確かめら
れている 1)～3)。ASEM 法の特徴は、①硬さや

造影剤を通した間接的情報ではなく、コラーゲ

ン線維に固有の信号を検出するため、線維化の

蓄積を画像情報から直接的に定量評価できる、

144



②生体組織内に ASEM信号の原因となる他の
対象がほとんどないため、アーティファクトの

少ない高いコントラストが期待される、③超音

波が対象臓器まで到達すればよいため（エコー

信号のように音波が往復する必要はない）、ヒ

ト深部への適用に有利である、ことである。 
ここで、超音波によって交流電場が発生する

原理について説明しよう。まず、圧電性

（Piezoelectricity）という電気機械現象につい
て触れる。厳密な定義において、圧電性は無機

物の単結晶に制限され、単結晶が歪むとき、反

対の極性をもった電荷が結晶の反対の面に現

れる 4)。のちに、この圧電性の概念は、多結晶

や有機物 5)、さらには生体組織へと拡張されて

いる 6～11)。生体組織の場合、圧電分極はその物

質内の部分的に配向された（もしくは部分的に

結晶化した）領域に生じる電気双極子モーメン

トの総和�̅�𝑝(𝑡𝑡) = ∑ 𝑝𝑝𝑛𝑛 
𝑛𝑛 に起因すると考えられる。

電歪効果（Electrostriction）は線形応答の範囲
内で圧電性と現象論的に同等とみなせるため、

ここではそれらの区別はしないものとする 12)。

そこで、電気機械特性を表す方程式（𝑖𝑖, 𝑗𝑗 =
1,2,⋯ ,6, and 𝑘𝑘,𝑚𝑚 = 1,2,3） 

𝑆𝑆𝑖𝑖 = 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑇𝑇𝑖𝑖 + 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑖𝑖𝐸𝐸𝑚𝑚,               
𝐷𝐷𝑚𝑚 = 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑖𝑖𝑇𝑇𝑖𝑖 + 𝜖𝜖𝑚𝑚𝑚𝑚𝐸𝐸𝑚𝑚 ,                                 (1) 

から出発しよう。ここで、𝑆𝑆,𝑇𝑇,𝐸𝐸,𝐷𝐷は、それ
ぞれ歪、応力、電場、電束密度であり、

𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝑑𝑑𝑚𝑚𝑖𝑖 , 𝜖𝜖𝑚𝑚𝑚𝑚はそれぞれ弾性コンプライアンス

係数、圧電係数、誘電率である。超音波照射に

より音圧𝑇𝑇𝑖𝑖(𝑡𝑡)が局所的に印加されると、式(1)

を通して局所的な電束密度𝐷𝐷𝑚𝑚(𝑡𝑡)（または電気
分極𝑃𝑃𝑚𝑚(𝑡𝑡)）が時間的に変調される。その結果、
分極𝑷𝑷(𝑡𝑡) = �̅�𝒑(𝑡𝑡)/𝑉𝑉  は超音波周波数で振動す

る。ここで、𝑉𝑉は音響励起された体積である。
このとき、超音波照射によって周辺に発生する

交流電気双極子場は 
𝑬𝑬dip(𝒙𝒙, 𝑡𝑡)

= 1
4𝜋𝜋𝜖𝜖0

3𝒏𝒏0(𝒏𝒏0 ∙ �̅�𝒑(𝑡𝑡)) − �̅�𝒑(𝑡𝑡)
𝑟𝑟3 ,           (2) 

と表される。𝒙𝒙 = 𝒏𝒏0𝑟𝑟 は電気双極子モーメン
トから距離𝑟𝑟の観測点へのベクトルを表し、𝜖𝜖0
は真空の誘電率である。式(2)の交流電場に由

来する電磁信号が、圧電性による ASEM応答
である 3)。 

生体組織における圧電性は大腿骨の乾燥皮

質骨において半世紀以上前に報告された 6)。ハ

イドロキシアパタイト (HAP) はその結晶対
称性から圧電性が期待できないため、その起源

は配向したコラーゲン線維の圧電性と考えら

れている (骨主成分の体積比： HAP : コラー
ゲン= 1 : 1)。その後、アキレス腱、大動脈壁、
気管、腸など多くの乾燥させた生体組織におい

て圧電性が報告されている 11)。これらの組織

は、主にコラーゲンやエラスチンのような線維

状たんぱく質で構成され、その圧電係数の大き

さは10−12 – 10−15 C/Nである。従来の引張試
験による巨視的な圧電分極測定のみならず、走

査型プローブ顕微鏡を利用した圧電応答顕微

鏡（PFM）も開発されてきた。驚くべきことに、
この PFMによる測定により、大動脈壁（主成
分：エラスチン）が圧電性のみならず、強誘電

性を示すことが報告されている 13)。一方で、応

図 1 音響誘起電磁法（ASEM法）の概念図 
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力誘起電荷は検出されず、圧電性と強誘電性の

両方とも存在しないと結論付ける報告 14)もあ

り、その議論は終着していない。 

生体組織における圧電測定は、引張試験とナ

ノメートルプローブ顕微鏡に限られていたた

め、他の測定手法による検証が求められていた。

さらに、これまでの報告はすべて十分に乾燥さ

せた生体組織が測定されてきた。生物学的およ

び医学的な興味の観点からは、生体内の環境に

近い湿潤状態にある生体組織の圧電性がより

重要であろう。 

 

３． 成果 

この圧電性に由来した ASEM応答を検出す
る最も簡便な方法のひとつは、超音波周波数に

チューニングした狭帯域の静電結合アンテナ

であろう。静電結合アンテナを用いた測定セッ

トアップを図２に示す。サンプルは水中に設置

され、10 MHz振動子から超音波パルスが照射
される（集束スポットサイズ：約 1 mm）。金

属平面アンテナは水槽の外に設置される。超音

波照射によってサンプルに発生する電気双極

子モーメント�̅�𝒑(𝑡𝑡)が式(2)の双極子場を作り、金

属平面アンテナに超音波周波数𝜔𝜔0で振動する

表面電荷𝑄𝑄(𝑡𝑡) = 𝑄𝑄0sin𝜔𝜔0𝑡𝑡が誘起される。この
表面電荷が作る交流電流𝑑𝑑𝑄𝑄(𝑡𝑡)/𝑑𝑑𝑡𝑡が LCR 共振

回路を通して低雑音アンプにより増幅され、高

速デジタイザで積算される。通常のエコー信号

波形を図 3(a)に示す。遅延時間𝜏𝜏echo = 94 μs付
近にサンプル（アキレス腱）からのエコー信号

が観測され、続いて 110 μsを超えた時間に水槽
のガラス底面からのエコー信号が観測されて

いる。静電結合アンテナによって受信した電磁

図 2 静電結合アンテナを用いた測定セットア

ップ 

(a) セットアップの写真。(b) サンプルホル

ダーに固定されたサンプル（大動脈壁）。(c) 

ASEM 測定系のブロック図。(d) サンプルとア

ンテナの配置図 

図 3 典型的な実時間波形アキレス腱の(a)

エコー信号と(b)ASEM 信号。(c)大動脈壁の

ASEM信号。 
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信号波形を図 3(b)および３(c)に示す。ASEM
応答はエコー信号の遅延時間の半分𝜏𝜏echo/2で
観測される。このことは、サンプルの ASEM
応答を判別する重要な指標である。遅延時間

𝑡𝑡 = 47 μs付近で観測される信号が対象物（アキ
レス腱または大動脈壁）からの ASEM応答で
ある。サンプルが十分超音波にとって透明であ

るとき、超音波パルスは水槽のガラス底面まで

到達し、ガラスの分極に起因した ASEM応答
も観測される。また、70 μs付近の 2次的な信
号は、ガラス底面で反射した超音波パルスが再

びサンプルに入射することによって誘起され

る ASEM応答に起因している。このように、
ASEM 応答の実時間波形には副次的な信号が

含まれることが多いが、遅延時間を考慮するこ

とにより目的信号を識別することが可能であ

る。また、本測定では、エコー信号と ASEM信
号を同時に取得できるため、超音波集束ビーム

を走査することにより、両者のイメージングを

図５ 非線維状生体組織の ASEM信号波形 

(a) 脂肪組織、(b) 心筋。 

図 4 生体軟組織（アキレス腱）のイメージング 

(a)エコー平面像, (b) ASEM平面像, (c) エコー断層像, (d) ASEM断層像。(a)と(b)にお

ける点線矢印は(c)と(d)の断層像を取得した箇所をそれぞれ記している。 
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取得することが可能である（図 4）。 

 ASEM 信号電圧𝑉𝑉sigは超音波照射領域に
おいて誘起された分極𝑷𝑷(𝑡𝑡) = �̅�𝒑(𝑡𝑡)/𝑉𝑉に比例し、
式(1)の線形応答の範囲では局所的な圧電係数

𝑑𝑑locに比例することが確かめられている 3)。圧

電物質の代表である水晶やGaAsなどの無機単

結晶において明確な ASEM信号が観測される
だけでなく、アキレス腱、大動脈壁、大動脈弁

などの線維状生体軟組織においても明確な

ASEM 信号が観測されたことは驚くに値する。

一方、脂肪組織や心筋などの非線維状組織にお

ける ASEM信号は小さい（図 5）。これらの結

果は、次のように考えることができる。もし組

織がランダムに配向している場合、応力によっ

て誘起される電気双極子モーメントの総和

�̅�𝑝(𝑡𝑡) = ∑ 𝑝𝑝𝑛𝑛 
𝑛𝑛 はほぼ相殺されるであろう。よっ

て、このようなランダム配向した組織の場合、

明確な ASEM信号は期待できない。一方、分
子配向した線維状組織では、応力によって誘起

される電気双極子モーメントの総和�̅�𝑝(𝑡𝑡)は非
ゼロとなり、ASEM信号が観測される。これら
のことは、生体組織における分子配向性を評

価・画像化できることを意味する。  

 

４．まとめ 

古くから論争が続いていた生体組織の圧電

性は、超音波により誘起された電気分極の測定

により明確に証明された。その起源は、コラー

ゲン等の線維状組織と考えられる。しかも、本

計測手法により、生体環境に近い湿潤状態にお

いても、応力誘起される分極を捉えることに成

功した。超音波利用のため、組織内部における

コラーゲン蓄積やコラーゲン変性を非侵襲に

診断できる可能性を有する。 

最後に、ASEM 法を用いた医療応用の展望

について述べる。まず一つは、本研究課題の臓

器の線維化診断である。未発表データのため、

本稿では触れなかったが、ラットの心臓や腎臓

において線維化した部位が明確に可視化され

ることを確認している。心臓においてはアーテ

ィファクトが少なく、高いコントラストで可視

化されるが、腎臓においては健康腎からも部分

的に ASEM信号が観測されており、病理学的
評価と比較しながらその起源を探求している

ところである。もう一つは、骨粗鬆症における

骨質診断の可能性である。我々は、まず、脱灰

したラット大腿骨においても同程度の ASEM
信号強度が生じることを確認している 2)。この

ことは、骨からの ASEM信号がコラーゲン圧
電性に起因していることを強く示唆する。次に、

健足と患足（ラット膝関節不動化モデル）を比

較すると、この信号強度において統計的に有意

な差が生じることが見出されている。今後、分

子レベルでの原因究明が必要だが、骨粗鬆症に

よるコラーゲン劣化を検出している可能性が

高い。 

医療における超音波利用は、既に半世紀以上

の間に極めて高度に発展し、現在ではカテーテ

ルや内視鏡にも超音波プローブが搭載され、血

管内や消化管からの詳細検査も可能になって

いる。しかしながら、ほとんどの場合、音響イ

ンピーダンスに基づく超音波の反射測定また

は音速の測定に限られており、それらの物理量

は弾性率と質量密度で決まる力学物性パラメ

ータである。ASEM法は、超音波の非侵襲診断
としての利点を活かしながら、これまでのエコ

ー像とは全く異質なパラメータ―（圧電係数）

が断層画像化され、医療分野の基礎研究および

臨床現場において新たな計測ツールになるこ

とが期待される。ASEM 法ではエコー信号も

同時測定可能なため、エコー像に ASEM像を
重畳表示させることができる。エコー診断と同

様、ASEM法は、様々な臓器・疾患に対して臨
床医が汎用的に利用できる新モダリティとな

る可能性がある。循環器系、泌尿器系、消化器

系、呼吸器系等の慢性疾患に関して、本研究成

果による新しい超音波画像化技術は医療分野

の学術研究・診断応用の両面において大きな貢
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献をすることが期待される。 
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超高磁場 MRIを用いた包括的エネルギー代謝イメージング法の開発 

研究責任者 大阪大学 大学院医学系研究科 
循環器内科学 

助教  木岡 秀隆 

１．はじめに 

すべての細胞活動はエネルギー需給バラン

スの上に成り立っており、生体エネルギー状

態の評価法は疾患病態解明、治療法開発に必

須の技術である。生体エネルギーとして主に

ミトコンドリアで産生されるアデノシン三リ

ン酸（ATP）が用いられるが、骨格筋、心筋で
はエネルギー消費の場である筋原線維までク

レアチンリン酸(PCr)として運搬される 1)。こ

の反応はクレアチンキナーゼ反応と呼ばれる。 
ATP＋Cr ⇄ADP＋PCr 
虚血など ATP減少が起きる状態では、平衡

式は左へシフト、つまり PCr 濃度は低下し、
Cr 濃度が上昇する。つまり骨格筋内 Cr 濃度
はエネルギー状態を鋭敏に反映する指標とな

り、非侵襲的に生体内骨格筋 Cr濃度を知る事
は骨格筋の機能不全を研究する上で必須であ

ると考えられる。 
Chemical exchange saturation transfer 

(CEST)イメージングは近年開発された MRI
におる分子イメージングの手法であるが、異な

る周波数間でのプロトン交換に基づくコント

ラストを得る事により、生体内に存在するさま

ざまな化合物のマッピングが可能である 2)。 

本研究 3)では、マウス骨格筋を対象とし、骨

格筋エネルギー状態を反映するクレアチン分

子（Cr）を標的とした CEST イメージング
（CrCEST-MRI）の確立を目的とした。 

２．内容 

MRI 装置は小動物用 11.7T 縦型 MRI 装置
（Bruker 社製）を用いた。Cr 濃度を反映す
ると考えられる CrCEST効果は、縦軸を信号
強度、横軸を周波数とした Z-スぺクトラムか
ら MTR asymmetry 法(MTRasym)により評価
した(図 1)。 

図 1 クレアチン水溶液の Z-スペクトラムと

MTRasym法による CrCEST効果の定量化 
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濃度の異なる Cr 水溶液 (0mM, 20mM, 
40mM, 60mM)を用いた CrCEST-MRIを行っ
たところ、Cr濃度依存的に CrCEST効果の増
強を認めた(図 2)。 

 
図 2.クレアチン水溶液を対象とした CrCEST-

MRI 

 
生体（8-12週齢の C57BL/6マウス）を対象

とした CrCEST-MRI確立のためには以下の 3
点が課題として挙げられた。 
1. 超高磁場 MRI 装置を用いる必要があるが、
高磁場装置では磁場の不均一が生じやすい。 

2. 骨格筋 Cr濃度に対する特異性は、飽和パル
ス条件によって変わり得る。 

3. Cr 分子イメージングとしての妥当性を検
証するための実験系が必要である。 

 
３． 成果 

3.1 水溶性ゼリーによる磁場不均一の改善 
磁場の不均一が生じる要因のひとつとして、

生体組織と空気との接触が考えられる。我々

は下肢骨格筋周囲の空気を水溶性ゼリーと置

換する事により、磁場不均一を著明に改善に

させる事に成功した（図 3） 

図 3 水溶性ゼリーによる磁場不均一の改善効果 

B0：静止地場、B1：励起パルス 

 

3.2 マウス骨格筋 CrCEST-MRI に適した飽
和パルス条件の検討 
飽和パルスの強度、持続時間を変更するこ

とにより、CrCEST効果(MTRasym)が最大とな
る条件を検討した。飽和パルスの持続時間

500ms、強度 5.1Tの条件で最大のMTRasym

を認める事が示され、CrCEST-MRIに最適な
飽和パルス条件の決定に成功した(図 4)。 

 

 
図 4 飽和パルス条件と MTRasym 

 
3.3 マウス下肢虚血モデルを対象とした
CrCEST-MRIの妥当性検証 
マウス下肢虚血モデルを作成し、31P-MRS

をゴールドスタンダードとして、CrCEST-
MRIの妥当性を検証した。マウス下肢をゴム
バンドにより結紮することにより虚血モデル

を作成した。MR アンギオグラフィーにより
虚血肢において血流の途絶を確認した。ゴム

バンドの結紮の強さにより、弱い虚血と強い

虚血の 2 つの虚血モデルを作成し、31P-MRS
によって、虚血の強さに依存して健常肢に比

べてPCrが段階的に低下していることを確認
した（図 5）。つまり我々は、下肢を結紮する
ゴムバンドの強度を変える事により、エネル

ギー枯渇状態が軽度、および高度の二つのマ

ウス骨格筋虚血モデル（弱い虚血モデル、強い

虚血モデル）の作成に成功した。 
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図 5 ゴムバンドを用いた下肢虚血モデル(弱い

虚血、強い虚血)の作成と 31P-MRSでの評価 

 
次に作成した虚血モデル（弱い虚血、強い

虚血）を対象として CrCEST-MRIの撮像を行
った（図 6）。31P-MRS により評価した PCr
の低下と逆に CrCEST-MRI により骨格筋内
Cr 濃度が虚血の強さに伴い上昇していくこ
とが画像化された。 

図 6 下肢虚血モデルを対象とした CrCEST-

MRI 

 

最後に今回我々が確立した CrCEST-MRI
の検証目的に虚血の解除により、虚血により

一旦上昇した Cr濃度が、正常レベルに戻るか
どうかを確認した。虚血解除により 31P-MRS
により評価した PCrと同様に、CrCEST-MRI
にて評価した虚血肢の Cr 濃度も正常値に戻
る事が確認された（図 7）。このことにより我々

が本研究で確立した CrCEST-MRI は骨格筋
Cr 濃度を正確に画像化していると考えられ
る。 

 

図 7．下肢虚血解除モデルを対象とした Cr-

CEST-MRI 

 
４．まとめ 

正確な生体分子イメージングの確立のため

には、アーチファクトの除外、適切な条件設

定、そして妥当性の確認が必須である。 
我々は骨格筋 CrCEST-MRI 確立において
アーチファクトとなる磁場不均一を、水溶性

ゼリーを用いることにより克服した。更に Cr
特異的な CEST効果を得るための飽和パルス
の最適化を行なった。最後に、独自に作成した

重症度の異なる骨格筋エネルギー代謝不全モ

デル（弱い虚血、強い虚血）を用い、31P-MRS
をゴールドスタンダードとして用いる事で、

我々が確立した CrCEST-MRI の妥当性の確
認に成功した。 

31P-MRS に対して CrCEST-MRI は以下に
述べる優位性を持つ。まず一つは CrCEST-
MRI は 31P-MRS と比較し、高い空間分解能
をもつため、エネルギー代謝異常の局在評価

が可能となる。今後本研究成果を元に、心臓へ

と対象臓器の拡大を予定しているが、心筋梗

塞など、局所的なエネルギー代謝異常が関与

する疾患の評価に有用であると考えられる。

また、31P-MRSは低感度のため撮像時間が長
くなるが（片脚 30分）、CrCEST-MRIは飽和
パルスの種類を最小化することで短時間での

撮像（両脚 15分）が可能となる。31P-MRSの
臨床現場での応用は限定的であるが、短時間

撮像が可能な CrCEST-MRI は臨床応用の可
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能性を有している。 
ミトコンドリア病などの代謝異常による筋

疾患は根本的な治療法のない難治性疾患であ

る。現在我々を含め、ミトコンドリア機能の改

善 5)を介した治療法が開発途上にあるが、今

回開発した CrCEST-MRI などの繰り返し評
価が可能な非侵襲的生体内エネルギー代謝評

価系 6)が今後の創薬研究に役立つものと期待

される。 
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１． はじめに 

近年、非アルコール性脂肪肝炎（NASH; 
nonalcoholic steatohepatitis）による肝硬変・
肝細胞癌が増加している。 NASHの診断に関
しては、線維化マーカーの測定や超音波エラス

トグラフィーでの肝硬度などを参考にしてい

るが、その確定診断は、組織生検での肝の脂肪

化や線維化、炎症性細胞浸潤の程度によって行

われている。NASH における病態の正確かつ

早期の診断技術の開発が、肝硬変・肝細胞がん

の発症を抑制するために求められている。本研

究では新たな診断技術として期待される多光

子励起顕微鏡を利用した蛍光スペクトルの定

量に基づく肝炎病態解析を行った。自家蛍光に

含まれる肝細胞代謝物、ビタミン、脂肪滴や炎

症細胞の情報をスペクトル画像計測し、定量化

のために内部マーカーに基づく領域分割法を

提案することで形態と分子を統合した肝炎病

態診断技術の開発を行った。 

 

２． 内容 

これまで申請者らは、肝線維化過程を先端的

光イメージング技術である多光子励起顕微鏡

を用いて評価する方法の検討を行ってきた。肝

臓のコラーゲン繊維を無染色で可視化する第

２高調波発生（ SHG; Second Harmonic 
Generation）像による NASHの病態進行にお
ける肝線維化の評価の妥当性を明らかにして

きた（図 1）1)。さらに我々は線維化に先立っ

て生じる肝内部の炎症状態の評価のために多

光子吸収過程により発する自家蛍光に注目し

た。肝臓の発する自家蛍光には肝細胞代謝、脂

溶性ビタミン、脂肪滴や炎症細胞の情報が含ま

れていることを確認している。この蛍光情報を

分光計測し、得られたスペクトル画像を解析す

ることで肝線維化の初期変化を細胞・分子レベ

ルで形態的に捉えることができる可能性があ

る。しかしながら、スペクトル画像データの持

つ多次元性、また、自家蛍光の持つスペクトル

図 1．（A）２光子励起顕微鏡（左）．肝線維の

SHG像（右）．（B）SHG画像の定量解析． 
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のブロード性から通常スペクトル解析で用い

られる信号源分離法などの一般的な解析法を

利用することができず、その定量は困難である。

そこで本研究では、スペクトルと形態の複合的

な情報を抽出する新たな画像解析方法を開発

し、病理組織形態による肝炎診断の技術開発を

行った。 

 

３． 成果 

3-1. 多光子励起蛍光スペクトル画像計測による
肝線維化評価 
多光子励起顕微鏡は、近赤外超短パルスレー

ザーを用いて非線形光学現象である多光子蛍

光励起を誘発し画像計測を行う装置であり、病

態診断ツールとしても利用が期待されている。

生体サンプルを無染色で計測することにより

自家蛍光に含まれる肝細胞代謝物、脂溶性ビタ

ミン、脂肪滴や炎症細胞など肝線維化の初期変

化に関する情報を細胞・分子レベルで捉えるこ

とができる。 
我々はまずスペクトルイメージングの肝炎

評価への有効性を検証するために肝臓に激し

い障害を起こす薬剤である四塩化炭素（CCL4）

投与による肝線維化・肝硬変の誘導モデルを用

いて解析を行った。その結果、肝細胞代謝亢進、

肝星細胞が貯蔵する脂溶性ビタミン成分・肝障

害に伴う炎症細胞の可視化に成功した（図 2）。
正常肝臓組織と CCL4 肝炎モデルの肝臓組織

を比較すると、肝炎モデルではコラーゲン繊維

(SHG)の増大、赤色の炎症細胞(Red cell; RC)
の出現と白色の脂溶性ビタミン(White Dot; 
WD)の局在の変化を観察することができた。
したがって、スペクトル画像を解析することで

肝線維化の初期変化を細胞・分子レベルで形態

的に捉えることができると期待される結果を

得た。 

 

3-2. 内部マーカーに基づく領域分割法と機械学
習によるカテゴリ分類 
肝臓組織における自家蛍光スペクトル画像

の解析のために内部マーカーに基づく領域分

割法を提案した。この方法は、これまで主に地

理科学でのスペクトル画像データへの応用を

目的として使われてきた方法であり、撮像され

たスペクトル画像から特徴的な領域をスペク

トルの内部マーカーとして採用することによ

って領域分割を行うものである。実際に肝臓画

図 2．（A）正常肝臓と CCL4肝炎モデルの肝臓

組織の Masson Goldner染色．(B)正常肝臓と

CCL4 肝臓の多光子励起蛍光スペクトルイメ

ージング像．（C）特徴的な領域の抽出スペク

トル．(D)SHGによる線維化領域の定量比較．

文献２より転載． 

図 3．10個に分類した内部マーカー．画像か

ら抽出したスペクトルをもとに k-meansクラ

スター法により代表的な 10 個のスペクトル

を構成．SHG; Second harmonic generation, 

WD: White dot, RC: Red cell, HC, Hepatic 

parenchyma. 文献２より転載． 
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像からスペクトルを抽出し構成した内部マー

カーを図 3 に示す。ここでは特徴量記述子
FAST(Features from Accelerated Segment 
Test)により抽出したスペクトルを k-meansク
ラスター法により分類することで内部マーカ

ーの構成を行った。それぞれのスペクトルは、

SHG、 WD、 RC、 HPと解釈することがで
きる。次にこの内部マーカーに基づき画像領域

分割を行った。さらに自動診断システムのため

に Bag-of-features 機械学習法を利用したカ
テゴリ分類を行った。Bag-of-features 法は、
一般物体認識・分類の分野で発展している高精

度の画像分類を可能にする技術であり、画像を

小領域に分割し画像を局所特徴量の集合とみ

なすことにその特徴がある。今の場合には、10
個に分類した内部マーカーの局所集合が画像

特徴量になり、生体組織の微細で局所的な異常

を頻度の変化として捉えることが可能である。

実際にこの機械学習によるカテゴリ分類の精

度を検証したところ、 Control 群が 78%、
CCL4群が 96%、平均で 90%の精度で画像分類
可能という結果を得ることができ、内部マーカ

ーによる肝炎診断の有効性を実証することが

できた（図 4）。2) 

 
3-3. 多光子励起蛍光スペクトル画像計測による
NASH線維化評価 
高脂肪食を給餌する NASH モデルマウス

を用いることで、炎症・脂肪の蓄積を経て線

維化に至る過程のスペクトル観察を行った

（図 5）。CCL4肝炎モデルの場合と同様にコ

ラーゲン繊維(SHG)の増大、赤色の炎症細胞
(Red cell; RC)の出現と白色の脂溶性ビタミ
ン(White Dot; WD)の局在の変化を確認でき、
これに加えて脂肪の蓄積を確認することが

できた。内部マーカーの構成を前述の方法で

行った結果を図 6に示す。それぞれのスペク
トルは、SHG、 WD、 RC、 HP、Lipidと
解釈することができる。さらに、Bag-of-
features 法による分類の精度検証を行った。
Control群が 87%、NASH群が 95%、平均で
92%の精度で画像分類可能という結果を得
ることができ、NASHモデルにおいても内部
マーカーによる肝炎診断の有効性を実証す

ることができた（図 7）。 

 

 Control CCL4 Total 

正解率 0.78 0.96 0.90 

 Control NASH Total 

正解率 0.87 0.95 0.92 

図 6. NASH肝臓組織スペクトル画像での内部

マーカー． 

図 4．BoF機械学習によるカテゴリ分類結果．

Control vs CCL4. 

図 7．BoF機械学習によるカテゴリ分類結果．

Control vs NASH. 図 5．正常肝臓と NASH モデル肝臓の多光子

励起蛍光スペクトルイメージング像． 
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４．まとめ 

本研究では、NASHマウスモデル、多光子励
起蛍光スペクトル画像計測、画像解析法を取り

入れ、NASH への進行を早期に診断可能にす

る解析方法として内部マーカーによる画像領

域分割を提案し、機械学習を用いた NASHの
病態分類の検証を行った。機械学習のカテゴリ

分類の精度は十分にあり客観的な病理組織形

態による肝炎診断に繋がると期待される。今後

は、深層学習のようなさらに分類精度を上げる

方法の検討やヒトサンプルを用いた多光子励

起スペクトルの臨床への応用を考えている。 
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１． はじめに 

消化器外科手術の後には、消化管再建部位

の縫合不全や肝離断面からの胆汁漏（発生頻

度 3-10%）、膵切離面からの膵液漏（10-50%）

が発生する。これらの漏出の有無や程度を診

断し、ドレナージ（貯留内容を体外に導出する

こと）などの治療に役立てるために、手術中に

腹腔ドレーンが留置されることが多い。手術

後には、ドレーン排液の性状や量を観察し、異

常がなければドレーンを抜去する。胆汁漏や

膵液漏は腹腔内感染や致死的な出血の誘因に

なり得るので、これら消化液の漏出が起こり

える手術（肝切除、膵切除、リンパ節郭清を伴

う胃切除など）では、排液のビリルビン濃度や

アミラーゼ濃度を日々測定することにより、

慎重に術後管理が行われている。 
現状では、ドレーン排液の生化学検査は、外

科医や看護師が朝にサンプルを採取して生化

学測定用のスピッツに分注、血液サンプルと

同じ経路で病院の中央検査室に送付して実施

するのが一般的である。しかし、通常はドレー

ン排液測定値の報告に数時間を要するため、

回診や包帯交換（朝食時間の前後に実施され

ることが多い）の際に当日のデータに基づい

てドレーンを処置することが難しい。また、細

菌感染の可能性がある排液サンプルを中央検

査室に送付し、血液検査と同じ測定系に入れ

ることに関しては感染対策上の懸念もある。 
筆者らの研究グループは、胆汁および膵液

と迅速かつ特異的に反応する蛍光プローブを

開発してきた。本研究では、これらの蛍光プロ

ーブを用いて、手術後のドレーン排液サンプ

ルにおけるビリルビン濃度と膵酵素活性（ア

ミラーゼ濃度とキモトリプシン活性）を迅速

に評価するための測定系を開発した。同時に、

これらの測定を患者のベッドサイドで実施す

るためのポータブル（携帯型）測定器を導入

し、検査室における測定値が再現できるか評

価した。 
 
２． 方法 

①術後胆汁漏のベッドサイド診断法開発 

I. UnaG を用いた腹水ビリルビン濃度の測定 

（対象） 

・肝切除または肝移植術を受けた患者 計 23 名。

術後 1-7 病日に腹腔ドレーンから採取した

腹水を対象サンプル（n = 42）とした。 
 

（UnaG を用いた腹水ビリルビン濃度測定） 
・UnaG は Miyawaki ら 1)がニホンウナギから

単離したタンパクであり、非抱合型ビリルビ

ンと高い特異度と親和性をもって結合する

158



（Kd = 98 pM）。これに青色光を照射すると

緑色の蛍光を発する（λmax = 527 nm）。 
・本研究では、5µM の recombinant apoUnaG
（リガンドフリーの UnaG）1)を含む反応液に

腹水サンプル 1µL を混合、37°の条件下で 
10 分間インキュベーションした後、マイクロ

プレートリーダー（SH-8000m, コロナ電気株

式 会 社 ） で 蛍 光 強 度 を 測 定 し た

（excitation/emission wavelengths,  
497/527 nm）。 
 
（従来法による腹水ビリルビン濃度測定） 

・上記と同一の腹水サンプルは病院検査室に送

付され、通常の臨床サンプルと同様の酵素法

（NESCAUTO®VL T-BIL and D-BIL, アル

フレッサファーマ株式会社）を用いてビリル

ビン濃度を測定し、UnaG 法による測定値と

比較した。 
 

II. UnaG を用いたポータブル測定器の開発 
（ポータブル測定器の性能評価） 

・標準試薬（ビリルビン、富士フィルム和光株

式会社）を用い、0 – 3.0µM に調整した非抱

合型ビリルビン溶液を作成した。各サンプル 
1µL を UnaG (4µM) 100µL を含む反応液に

混合し、市販のマイクロプレートリーダー

（En Vision, ParkinElmer CO., Ltd.）およ

びポータブル測定器の試作機（浜松ホトニク

ス）で測定し検量線を作成した。 
 

（ポータブル測定器を用いた腹水ビリルビン

濃度の測定） 
・肝切除または肝移植術を受けた患者 計 20 症

例の術後排液ドレーンから腹水（腸液や胆汁

を含む）サンプルを計 86 検体採取。これら

のサンプルに対し、上記の市販マイクロプレ

ートリーダーとポータブル型測定器を用い

て UnaG によるビリルビン濃度計測を実施

し、病院検査室における従来法（酵素法）に

よる測定値と比較した。 

②術後膵液漏のベッドサイド診断法開発 

I.膵液キモトリプシン活性に基づいた術後膵

液漏の診断の有効性評価 

（対象） 

・膵頭十二指腸切除を受けた患者 計 52 名。 
術後 1, 3, 5, 7, 14 病日（postoperative day, 
POD）の朝に膵外瘻チューブから膵液を、腹

腔ドレーンから腹水を採取した。 
 

（キモトリプシンプローブを用いた膵液キモト

リプシン活性の測定） 
・膵液サンプル 20µL を 180µL のキモトリプシ

ン プ ロ ー ブ （ 1.1µM の glutaryl-
phenylalanine hydroxymethyl rhodamine 
green [gPhe-HMRG]、添加物として 20 
µg/mL の trypsin を含む）2)に混和し、37°30
分間インキュベーションした後、マイクロプ

レートリーダー（EnVision）で蛍光強度を測

定した（excitation /emission wavelengths, 
497/527 nm）。 

 

・キモトリプシン活性は、以下の式で産出され

る相対蛍光強度として測定した： 

 

[相対蛍光強度] =  

（サンプル＋プローブ ）[A.U.]- PBS[A.U.] 
（サンプル＋HMRG） [A.U.] - PBS [A.U.]  
 
（キモトリプシン活性測定の有効性評価） 
・上記と同じ膵液サンプル、および同日に採取

した腹水サンプルを病院検査室に提出し、アミ

ラーゼ濃度を測定した（検査試薬 AMY-EL 
[（株）セロテック]を用いた JSCC 標準化対応

法）。 
・術後膵液漏診断（International study group 

of pancreatic fistula, ISFGS の基準 3）に基づ

いて評価）における膵液キモトリプシン活性測

定の意義を、従来から用いられている術後腹水
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中のアミラーゼ濃度の測定およびその他の臨

床指標と比較検討した。 

 

II.ドレーン排液のキモトリプシン活性およ

びアミラーゼ濃度を測定するポータブル測定

器の開発 

（ポータブル測定器を用いたキモトリプシン

活性の測定） 

・②-I で用いた膵液サンプルを、同様の比率

でキモトリプシンプローブと混和し、ポータ

ブル測定器の試作機（浜松ホトニクス）にア

プライして蛍光強度を測定、測定値を市販の

マイクロプレートリーダーによる測定値と

比較した。 

 

（ポータブル測定器を用いたアミラーゼ濃

度の測定） 

・②-Iで用いたものと同一の膵液および腹水

サンプルを、ポータブル唾液アミラーゼ測

定器（唾液アミラーゼモニター, ニプロ株

式会社）で測定（15 秒）、病院検査室におけ

る従来法による測定値と比較検討した。 

研究の概要を図１に示す。 

 

３． 結果 

①術後胆汁漏のベッドサイド診断法開発 

I. UnaG を用いた腹水ビリルビン濃度の測

定 
肝切除（22 例）または肝移植（1 例）の術

後に採取した腹水サンプル 42 検体の、検査

室における従来法による非抱合型ビリルビン

および総ビリルビン濃度の測定値（中央値 
[範囲]）はそれぞれ 0.6 (0.3–3.3) mg/dL 、1.2 
(0.4–9.5) mg/dL であった。一方、UnaG 法で

測定した同サンプルの蛍光強度は 23.9(4.7-
107.7) A.U.であった。 

UnaG 法による腹水の蛍光強度は、従来法

測 定 に よ る 非 抱 合 型 ビ リ ル ビ ン 濃 度

（Spearman の順位相関係数, Rs = 0.939; P < 
0.001, 図 2A）および総ビリルビン濃度（Rs 
= 0.929, P < 0.001, 図 2B)と linear な強い正

の相関を示した。 
臨床的な術後胆汁漏の診断基準を腹水総ビ

リルビン濃度 3.0 mg/dL に設定すると、単回

帰分析によるUnaG法の対応閾値は 48.9 A.U.
であった。従来法（腹水総ビリルビン濃度 3.0 
mg/dL 以上）により胆汁漏ありと診断された

サンプル 7 検体のうち 6 検体は UnaG 法でも
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胆汁漏ありと診断され、臨床判断に乖離はなか

った（図 2B）。残る 1 サンプル（生体肝移植術

後レシピエントのダグラス窩ドレーンから採

取）は従来法で総ビリルビン濃度 3.1 mg/dL, 
UnaG 法で 36.6 A.U.であり、その後同ドレー

ンの排液総ビリルビン濃度は 3 mg/dL に低下

したため問題なく抜去された。 
検査所要時間は、従来法では検査室で検体調

整後から結果報告までにおよそ 40 分を要した。

一方、UnaG 法ではサンプル処理後から測定値

報告までおよそ 15 分であった。 

 

II. UnaG を用いたポータブル測定器の開発 
 標準試薬を用いて 0 – 2.5µM に調整した非

抱合ビリルビン溶液に UnaG を添加し、10 分

のインキュベーション後に EnVision および

ポータブル測定器試作機で蛍光強度を測定し

た。結果、いずれの機器を用いても、非抱合ビ

リルビン濃度と蛍光強度は linear な正の相関

を示し（EnVision, R2 = 0.994; 試作機, R2 = 

0.992）、試作機を用いても十分な精度のある

検量線を設定できることが確認された。 
[蛍光強度 A.U.] = 4E+6 [UnaG 法による非

抱合ビリルビン濃度 (mg/dL)] + 168400 
そこで、腸液や胆汁を含む臨床サンプル 86

検体に UnaG を添加し、ポータブル測定器試

作機を用いて蛍光強度を測定、上記の回帰直

線に基づいて非抱合ビリルビン濃度を計算し

た。全サンプルを対象とした検討では、蛍光強

度の測定限界により、非抱合ビリルビン濃度

で 20 mg/dL 以上（従来法）または 15mg/dL
以上（UnaG1 法）のサンプルは測定不能であ

ったため（図 2C）、これらを除く 69 検体で相

関を検討した。結果、従来法と UnaG 法によ

る非抱合ビリルビン濃度の間には linear な正

の相関が認められたが（Rs = 0.727）、UnaG
法では従来法の約 4 倍の濃度が算出される傾

向を認めた（図 2D）。 
 

 

A: 術後腹水サンプルを対象とした、UnaG法の蛍光強度と従来法で測定した非抱合ビリルビン濃度 

B: 術後腹水サンプルを対象とした、UnaG法の蛍光強度と従来法で測定した総ビリルビン濃度 

C: UnaG法と従来法で測定した、術後ドレーン排液の非抱合ビリルビン濃度の関係 

D: 蛍光測定限界を考慮した、UnaG法と従来法による術後ドレーン排液の非抱合ビリルビン濃度 
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②術後膵液漏のベッドサイド診断法開発 

I.膵液キモトリプシン活性に基づいた術後 

膵液漏の診断の有効性評価 

膵液サンプル 624 検体のキモトリプシン

活性（中央値 [範囲], 0.684 [0.004-1.240] A.U.）
とアミラーゼ濃度（91780 [5-4012000] U/L）
との間には弱い正の相関が認められたが（Rs 
= 0.428, P < 0.001）、アミラーゼ濃度が中央

値より低くてもキモトリプシン活性が比較的

高いもの（またはその逆）が多数含まれていた

（図 3A）。 
術後経過時間による膵液キモトリプシン活

性の推移を図 3B に示す。すべての症例にお

ける各 POD の膵液キモトリプシン活性は、術

翌日（POD1）は 3 日目以降と比べて低い傾向

を認めた。この所見から、本検討では、膵液漏

診断における膵液キモトリプシン活性の有効

性評価において「POD3 の膵液」を対象とし

て用いることにした。 
膵頭十二指腸切除を受けた患者 50 名にお

いて、ISFGS grade B 以上の膵液漏（有症状

膵液漏）は 18 例（35%）に発生した。POD3
の膵液を用いた有症状膵液漏の診断能につい

て receiver operating characteristic (ROC)解
析を行うと、キモトリプシン活性の area 
under the curve (AUC)は 0.668、閾値を 0.631 
A.U.とした際の感度/特異度は 88.9%/50.0%、

アミラーゼ濃度の AUC は 0.614、閾値を

80682 U/L と し た 際 の 感 度 / 特 異 度 は

83.3%/54.6%であった。一方、従来から臨床で

用いられている「POD3 のドレーン排液（腹

水）のアミラーゼ濃度が血清正常上限の 3 倍

以上」という指標を用いた場合の有症状膵液

漏推定の感度/特異度は 77.8%/41.1%であっ

た。 
 

 

 

 

II.ドレーン排液のキモトリプシン活性およ

びアミラーゼ濃度を測定するポータブル測定

器の開発 

（ポータブル測定器を用いたキモトリプシン

活性の測定） 

膵液キモトリプシン活性をより迅速に測定

するため、マイクロプレートリーダー

（EnVision）を用いた測定における、膵液サン

プル（n = 611）のキモトリプシン活性（30 分

インキュベーション後のピーク値、上記検討で

使用）と、測定開始後 5 分における蛍光強度の

増加率（傾き）との関係を検討した（図 3C）。

両者の間には正の相関を認め（Rs=0.738 , P < 
0.001）、特にキモトリプシン活性 0.5 A.U.以下

のサンプルは linear な相関を示していた。次

に、同一サンプルで、膵液キモトリプシン活性

の増加率（蛍光強度上昇の傾き）をマイクロプ

レートリーダーとポータブル測定器試作機で

測定し、両者の関係を検討した。結果、両者の

間には linear な強い正の相関を認めた（Rs = 
0.777, P < 0.001; 図 3D）。 
  
（ポータブル測定器を用いたアミラーゼ活性

の測定） 
 上記の膵液サンプル（n = 611）を対象に、

そのアミラーゼ濃度を携帯型の唾液アミラー

ゼ測定器で測定すると、従来法によるアミラ

ー ゼ 濃 度 と の 間 に 正 の 相 関 を 認 め た

（Rs=0.707, P < 0.001; 図 4A）。一方、腹腔

ドレーン排液（腹水, n = 410）を対象に同様

の検討を行うと、両者の測定値の間には相関

を認めなかった（Rs = -0.020, P = 0.698; 図
4B）。 
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A: 膵液アミラーゼ濃度とキモトリプシン活性ピーク値（30分インキュベーション後）の関係 

B: 術後経過日数による膵液キモトリプシン活性の分布傾向（横棒は中央値と四分位点） 

C：マイクロプレートリーダーで測定した、膵液キモトリプシン活性のピーク値と測定後 5分までの 

増加率（蛍光強度上昇の傾き）との関係 

D: 膵液キモトリプシン活性増加率測定に関する、マイクロプレートリーダーとポータブル測定器 

 の相違 

  

A: 膵液アミラーゼ濃度測定に関する、病院検査室における従来法とポータブル測定器の相違 

B: 腹水アミラーゼ濃度測定に関する、病院検査室における従来法とポータブル測定器の相違 

 

163



４．考察 

本研究では、非抱合型ビリルビンと高い特異

度と親和性をもって結合する蛍光性タンパク

UnaG1)を用い、肝切除術後の胆汁漏が検出で

きるか検討した。結果、肝切除および肝移植後

の腹水サンプルを対象とした検討において、

UnaG を用いた蛍光測定は従来法による非抱

合ビリルビンおよび総ビリルビン値と linear
な強い正の相関を示した。臨床的には、従来法

で「胆汁漏あり（腹水総ビリルビン濃度 3.0 
mg/dL 以上）」と診断されたサンプルが UnaG
法で陰性となり、その後胆汁漏に伴う臨床症状

が出現することが問題となり得るが、今回検討

した症例では上記の方向で診断が不一致とな

るサンプルは 1 検体のみであり、該当するドレ

ーンに起因する合併症は発生しなかった。また、

測定に要する時間は、従来法ではサンプルが病

院検査室に到着してからプレパレーションを

経て結果が得られるまでに約 40 分以上を要し

たのに対し、UnaG 法ではサンプルに試薬を反

応させてから測定まで 15 分程度であった。従

って、UnaG 添加後の腹水サンプルの蛍光強度

を患者ベッドサイドで測定する計器があれば、

胆汁漏の有無を迅速に判断しドレーン管理に

役立てられる可能性が示された。 
UnaG を用いたビリルビン濃度計測に用い

るポータブル測定器を開発するため、まず標準

試薬を対象に、試作機の非抱合型ビリルビン濃

度測定精度がマイクロプレートリーダーと同

等であることを確認した。次いで、UnaG とポ

ータブル測定器試作機を用いて測定した臨床

サンプルの非抱合ビリルビン濃度を検査室に

おける従来法による測定値と比較した。結果、

非抱合ビリルビン濃度が比較的低い（従来法測

定値でおよそ 5 mg/dL 以下）のサンプルでは

両者の測定値の間に linear な強い正の相関が

あることが確認されたたが、今回用いたポータ

ブル測定器の設定では高濃度サンプルの測定

限界があること、従来法よりも 4 倍程度高い測

定値が算出されることが課題と思われた。臨床

で胆汁漏の指標として用いられてきた「総ビリ

ルビン濃度」を推定あるいは直接計測する技術

の付加も求められる。「迅速診断」という本技

術の利点を活用するために、今後は UnaG ア

プライ後のピーク値（15 分）ではなく、アプ

ライ直後の蛍光強度増加率を用いて非抱合ビ

リルビン濃度を算出するアルゴリズムを確立

し、臨床サンプルを用いた検討を継続したい。 
 キモトリプシンプローブ（trypsin を添加し

た gPhe-HMRG）を用いた膵液キモトリプシ

ン活性の測定では、POD3 のサンプルにおけ

る蛍光強度 0.631 A.U.を閾値とした場合、術

後有症状膵液漏を感度  88.9%, 特異度 
50.0%で診断できることが示された。膵液キ

モトリプシン活性に基づくこの評価法が、

POD3 の腹水アミラーゼ濃度に基づいた従来

の基準（本研究では感度  77.8%, 特異度 
41.1%）よりも高い精度で術後有症状膵液漏

の発生を予測できることも示唆された。一般

的に、各個体における膵液中のアミラーゼ濃

度とタンパク分解酵素活性はおよそ正の相関

を示すが（健常な膵ではアミラーゼの合成・分

泌能もタンパク分解酵素のそれもともに高

い）、両者が乖離する（一方のみ非常に高い）

現象もあり得ることが報告されている。2)、4) 
筆者らは、膵液漏が組織障害をきたす主因は

糖分解酵素であるアミラーゼよりもタンパク

分解酵素活性であるという推察に基づいて本

技術を開発してきたが、その妥当性を支持す

る結果であると考えている。 
膵液漏の迅速診断を目的とした場合、キモト

リプシンプローブのアプライ後 30 分の蛍光値

（ピーク値）に基づく本プロトコルを改良する

必要がある。マイクロプレートリーダーを用い

たキモトリプシン活性のピーク値と増加率（プ

ローブアプライ後 5 分間の蛍光強度上昇率）の

散布図を参照すると、蛍光強度が中程度までの

サンプルでは両者が linear に正の相関を示す
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ことが確認されたと同時に、特にキモトリプシ

ン活性が強いサンプルでは、30 分のピーク値

よりも反応初期の蛍光強度増加率の方が酵素

活性の違いをより正確に反映している可能性

が示唆された。さらに、キモトリプシン活性の

増加率について、マイクロプレートリーダーと

ポータブル測定器との間で測定値を比較する

と、両者は正の相関を示す一方、ばらつきも大

きいことが示された。これは主に検出系の精度

の相違に起因すると思われる。今後は、反応初

期の蛍光強度増加率に基づいた膵液キモトリ

プシン活性の評価が、術後膵液漏診断に関して

本研究で採用したピーク値に基づく方法と同

等かそれ以上の診断能を持つか検証したい。ま

た、膵液サンプルに対する蛍光強度の測定に関

し、マイクロプレートリーダーと同程度の精度

が得られるように、試薬アプライ法やポータブ

ル測定器の仕様を改良する予定である。 
前述したように、筆者らは術後膵液漏の診断

において、膵液中の糖分解酵素よりもタンパク

分解酵素活性を用いるほうが理論的に優れて

おり、迅速診断を目指すうえで技術的に条件が

良い考えている。一方、長期にわたり臨床で用

いられてきた腹水アミラーゼ濃度をベッドサ

イドで簡便かつ迅速に測定する技術が確立さ

れれば、周術期管理に関する従来の知見をその

まま導入できるという面では好都合である。そ

こで、「唾液」アミラーゼの迅速測定目的で市

販されているポータブル測定器を用いて膵液

および腹水のアミラーゼ濃度を測定した。結果、

非常に高濃度のサンプルを除けば、本装置を用

いて無色透明な膵液中のアミラーゼ濃度が測

定できる可能性が示されると同時に、吸光度を

利用している限り、血漿や血液などの不純物に

よる影響を受けるためか、「唾液」アミラーゼ

の測定系で腹水サンプルを測定することには

限界があることが示唆された。本装置の測定器

を膵アミラーゼに最適化し、サンプル中の不純

物や色素を除去するための前処置法を開発す

ることで、腹水アミラーゼ濃度の迅速測定法の

開発を継続する方針である。 

 

５．おわりに 

術後胆汁漏診断のための UnaG を用いた腹

水ビリルビン濃度測定法、術後膵液漏診断を目

的としたキモトリプシンプローブを用いた膵

液キモトリプシン活性測定法を開発し、臨床に

おける両法の妥当性を検証した。また、これら

の試薬を用いた臨床サンプルの蛍光強度測定

に、ポータブル測定器を導入できる可能性が確

認された。偶然にも UnaG およびキモトリプ

シンプローブ（の蛍光母核である HMRG）の

蛍光特性が類似しているため、感度調整やサン

プル不純物除去などの技術を確立することに

より、患者のベッドサイドでドレーン排液の性

状を客観的に評価しその場で適切な処置を行

うことを可能にする「消化器外科周術期管理用

の測定器」として開発を継続したい。 
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１．はじめに 

アルツハイマー病や ALSなどの神経変性疾
患の原因として、以前から臨床的には細胞内の

タンパク質凝集体が病気との関連で注目され

ているが、しかしその初期形成メカニズムが未

だ解明されておらず、そのため有効な治療法や

特効薬も開発されていない。神経変性疾患の主

な原因としてタンパク質凝集形成とそれが引

き起こす細胞死が注目されているものの、未だ

その形成メカニズムは不明な部分が多い（図

1）。 

特に生細胞内で凝集の初期段階、タンパク質

が数分子程度離合集散するときのサイズは、光

学分解能以下であり、タンパク質の大きさや形

を直接光学測定することはできず、可視化する

ことは不可能である。また、電子顕微鏡などで

は生細胞には応用できず、リアルタイム計測が

できない。従って未だ生体を対象とした凝集タ

ンパク質を検出する有効な医工計測技術が無

い。そのため生細胞中における凝集体形成の

「初期」過程の検出・追跡や分子メカニズムの

解明には至っていない。本研究に先立ち、これ

まで生きている細胞内での分子間相互作用の

検出と分子混雑の影響に注目し、生体分子相互

作用の定量的解析が可能な手法として、共焦点

光学系を用いた蛍光相関分光法（Fluorescence 
Correlation Spectroscopy，FCS）に注目して
きた 1)、2)。一般的な FCSで得られる情報は、
測定領域中の蛍光標識分子の分子数および並

進拡散係数である。さらに近年、FCS 装置に
偏光光学素子を導入することで、より速い時間

領域の蛍光強度揺らぎを検出し、分子の並進拡

散係数とさらに回転拡散係数を同時に計測で

きることを明らかにした 3)。これらの結果から、

測定分子の半径が 2倍に変化した場合、並進拡
散係数は同じく 2 倍程度しか変化しないのに
対して、回転拡散係数は 8倍という大きな変化
をもたらすという理論予測と、従って、タンパ

ク質の大きさや形を直接測定できなくても、特

に回転拡散状態の変化からタンパク質の重合

や構造について検出可能であることに着想し

た。本研究は、そのための実証実験である。 
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２．内容 

（１）方法 
本 研 究 で は 、 偏 光 蛍 光 相 関 分 光 法

（Polarization-dependent FCS，Pol-FCS）を
用いた生細胞内のタンパク質動態解析、特にこ

れまで不可能であった凝集体タンパク質初期

過程の検出を目的とした。そのためにまず生細

胞観察に向けて安定的且つ高感度な測定が可

能な新規装置の構築とこれまで不可能であっ

た生細胞内の凝集体タンパク質形成過程の検

出を目的とした。 
我々のこれまでの研究において、ALS を引
き起こすたんぱく質の一つ、TDP43 の凝集促
進タンパク質ドメインの性質を明らかにし、低

分子 RNA 鎖が ALS を引き起こすたんぱく質
の凝集を抑制する可能性を見つけた 4)。この生

細胞内の TDPP43を対象として Pol-FCS測定
を行った。 

 
 

（２）装置 
蛍光相関分光（FCS）は共焦点光学系に元づ
く蛍光検出法の一種であり、単 1分子測定法に
分類される。従来の FCS法では、光検出器と
して多くの場合アバランシェフォトダイオー

ド（APD）が使われているが、APDは検出効
率が高いものの、アフターパルスと呼ばれる検

出器固有のノイズ成分がナノ秒からマイクロ

秒の時間領域に存在するため、同じ時間領域に

ある回転拡散の情報を正しく計測できないと

いう欠点がある。そこでアフターパルスを除く

ため APD2 台を用いたシステムを構築し、緑
色蛍光タンパク質（EGFP）単量体から 5量体
オリゴマーまでの溶液内並びに生細胞内での

偏光蛍光相関測定が可能であることを示した。 
 
（３）生細胞を対象とした新規偏光蛍光相関分

光顕微鏡（Pol-FCS）の構築。 
本研究では、これまでの溶液系を測定対象と

した偏光蛍光相関分光測定からさらに発展さ

図 2 4 channel Pol-FCSシステムの光路ならびに模式図（左）と写真（右） 

光の進行方向を Zと定義する。直線偏光には水平方向（||）と垂直方向（⊥）

があり、それぞれ X、Yと便宜的に定義した。偏光ビームスプリッターを用い

て偏光方向ごとに分岐することで、偏光板の取り外しの必要なしにすべての

偏光条件での同時測定を可能となる。 
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せ実際の生細胞の中の凝集体タンパク質測定

を目指した。そのために生細胞観察を対象とし

て、安定且つ高感度に測定可能な装置の構築と

実際の生細胞内の凝集体タンパク質の検出を

行った。 
まずこれまで測定偏光条件により毎回偏光

フィルターを挿し入れ替えて測定していた装

置に、偏光ビームスプリッターを導入すること

で、偏光フィルターの交換不要の装置とした。

そのため新たにアフターパルス除去と偏光 2
成分同時測定のために検出装置 2台を増設し、
検出器 4台とした。細胞内で発光した蛍光を偏
光ビームスプリッターにて 2 つの直交偏光成
分に分離し、それぞれの偏光成分をハーフミラ

ーで分割し 2本の光ファイバーを用いて、それ
ぞれ異なる 2台の検出器（図 2、APD1から４、
合計 4台）で同時に検出するようにした。この
方法でアフターパルスとノイズの除去を行い、

回転拡散成分と並進拡散成分を含むシグナル

として取得した。以上の改良により回転拡散計

測に必須な偏光 2条件（X-XX、 X-YY、X-XY）
を同時に測定検出可能なシステムを構築した。 

 

３．成果 

（１） GFPオリゴマーと ALS関連凝集性タン
パク質の細胞溶解液(in vitro)測定。 
構築した装置の実証実験として、まずモデル

タンパク質としてこれまでに構築し利用して

きた EGFP 単量体ならびにオリゴマーを用い
て、測定評価を行た（図 3）。 
また、GFP単量体 PBS溶液に対して、ショ

糖濃度を上げることで、粘性を増加させて、そ

の濃度変化と並進拡散時間並びに回転拡散時

間の変化を調べた。いずれも粘土の上昇ととも

に、拡散時間も遅くなることが見られた（図４）。 
 

（２）生細胞測定 
次に、神経変性疾患の 1つである ALS関連

タンパク質である TAR DNA-binding protein 
43 kDa (TDP43)凝集極初期状態の Pol-FCSに
よる回転拡散解析を行った。TDP43 は、神経
変性疾患家族性および孤発性 ALS患者のモー
ターニューロンにおいて発見されたタンパク

質である。これらのタンパク質は、オリゴマー

状態にあるときに細胞に対して毒性があるこ

とが知られているが、詳細なメカニズムは不明

である。 

図 3 Pol-FCSによる GFPオリゴマー測定。 

GFP単量体から 5量体まで合成し，並進拡散

変化と回転拡散変化を調べた。円で囲った

部分が回転拡散成分 

図 4 Pol-FCSによる GFP単量体測定にお

ける粘性変化の影響 

GFP単量体を PBSに溶解させ，ショ糖濃度

を，5, 10, 15, 20%と変化させ，並進拡

散変化と回転拡散変化を調べた。 

いずれも右へのシフトが観察された。 
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実際の測定は、Neuro 2a 細胞に TDP43-
GFPまたは GFPのプラスミド DNA100ngと
空ベクター900ng をトランスフェクションし
た。タンパク質凝集過程は、浸透圧ストレスを

与えることでトリガーとした。具体的には

Opti-MEM 培地に 0.3MMNaCl濃度となるよ
うに調整し、3 時間保温し、その後 FCS 測定
を行った。 

FCS測定には 4channel Pol-FCS(図 2)を用
いた。それぞれの測定で数回の測定結果に対し

て DotComReaderを用いて平均化した。平均
したデータに対し下記の条件でフィッティン

グを行った。溶液内の GFP に対しては並進 1
成分、回転 1成分、トリプレットの計 3成分で
フィットを行った（図５）。細胞内測定ではそ

れぞれ 3細胞ずつ測定を行った。細胞内の測定
結果に対しては並進 1成分、回転 1成分、トリ
プレット、異常拡散の計 4 成分でフィット。
structure parameterは 5で、トリプレット緩
和時間は 1.3E-6 (s)で固定して解析を行った。 

GFP の解析結果と、それぞれの基本的なパ
ラメータを図 5に示す。また、生細胞測定結果
の例をそれぞれ図 6-9に示した。 

 
３．考察 

生細胞内(in vivo)での ALS 関連凝集性タン
パク質測定。 
我々は GFP 並びに GFP 標識 TDP43 タン
パク質の生細胞内での回転ならびに並進拡散

測定に初めて成功した。これまで溶液内での

Pol-FCS測定の報告はあったが、生細胞内の測
定はなく、大きな進展と言える。 
また、TDP43 を浸透圧ストレス下での測定
では、ストレス条件下ではない測定に比較して、

図 5  GFP in PBS 

30秒 10回測定 Laser Power 3.2µW 

N : Number of molecules, 

tD : Translational diffusion time,  

tR : Rotational diffusion time 

  N tD(s) tR(s) 

in PBS 78 1.77E-04 3.15E-08 

 

図 7 GFP in N2a stress (+) 

5秒 20回測定 

Laser Power 0.9µW 

 

図 6 GFP in N2a stress (-) 

5秒 20回測定 

Laser Power 0.9µW 
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回転拡散が遅くなっている傾向がみられた。こ

れは凝集過程の初期過程をとらえている可能

性がある（図 10）。一方、回転拡散時間は数十
ns の時間スケールであり、各自己相関関数の
グラフでこの範囲に該当する範囲を見ると関

数のばらつきが大きいことがわかる。さらなる

改良が必要である。 
 
このような相関曲線の早い時間領域の相関

関数の振幅強度には偏光度が反映し、初期凝集

体の分子配向と構造を反映する可能性がある。

従って振幅に注目することで単一細胞レベル

でのタンパク質の凝集初期過程を時間経過と

して追跡が可能である。また回転拡散の相関曲

線の時間変化を解析することで凝集分子の配

向性の変化から構造が規則的な構造からラン

ダムへの移行など、凝集体タンパク質の構造変

化を知ることが可能となる。一定の規則的な構

造を有する場合には、その構造近傍に入りこむ

ような化合物をスクリーニングすることなど

で、その構造部分が創薬ターゲットとなること

が期待される。 
 

図 9  TDP43-GFP in N2a stress (＋) 

5秒 10回測定 細胞質測定 

Laser Power 0.9µW 

 

図 8  TDP43-GFP in N2a stress (-) 

5秒 10回測定 細胞質測定 

Laser Power 0.9µW 

 

図 10  回転拡散時間(rD(s))の比較 

GFPまたｈTDP43-GFPを N2a細胞に発現さ

せ，浸透圧ストレスの有無（＋－）の条件。 

GFP(-) GFP(+) TDP43-GFP(-) TDP43-GFP(+)
10-8

10-7

10-6

10-5

rD
(s

)
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４．まとめ 

この研究成果は、新規 Pol-FCS を用いて生
胞内で蛋白質の凝集過程を観察可能であるこ

とを示した。今後、凝集過程の解離抑制の生化

学的研究等 5)を合わせて行うことで、神経変性

疾患の発病初期のモデル系の構築と疾患の機

構の解明、また特に凝集抑制の研究からその治

療法までへ展開することが期待される。 
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１． はじめに 

現在、日本で最も多い死因はがんであり、そ

の死亡者数は年々増加している。がん罹患者の

術後の生存率および再発率は、がんの進行度に

応じて著しく悪化するので、がんを早期に発見

できる検査技術の確立が急務である。近年、血

中循環腫瘍細胞 (circulating tumor cells; CTC)

を用いたがんの検査技術が注目されている。 

一般的に、原発巣からがん細胞が血液中に浸

潤し、血液中を循環することによって他の臓器

や組織へとがんは転移する (Fig.1)。この血液

中を循環しているがん細胞が CTC であり、

CTC は血液中に存在する数が非常に少なく、

マーカーとして利用することが困難である。既

存の CTC 単離手法として、一部のがん種由来

の CTC において高発現している上皮細胞接着

分子 (epithelial cell adhesion molecule; EpCAM)

を標的とした、抗 EpCAM抗体を用いた生化学

的手法が汎用されている。しかしながら、

EpCAM の発現が認められない CTC では捕捉

が困難な点や、細胞の密度やサイズが同程度で

ある白血球の混入が課題として挙げられる。ま

た、CTC はがん原発の遺伝情報を含んでいる

が、絶対数が 1~10 cells/mLと非常に少ないの

で、CTC をがん検査に効率的に用いるために

は、EpCAM非依存的に CTCを高純度で捕捉す

るとともに、増殖させる技術が必須である 1)。 

 

当研究グループでは、抗血栓性を有する高分

子である poly(2-methoxyethyl acrylate) (PMEA)

が水との界面において不凍水、中間水および、

自由水に分類される水和状態を形成し、生体分

子および細胞との相互作用に影響を与えるこ

とを世界に先駆けて報告している。例えば、

PMEA塗布基板上では、血液成分の一つである

血小板の粘着は示さない一方で、EpCAM非依

存的にがん細胞は接着することが示されてい

る 2)、3)。一般に細胞の接着は細胞膜上のインテ

グリンをはじめとした膜タンパク質と、基材に

吸着した fibronectin (FN)などの基質間で生じ

るが、PMEA基板上ではインテグリンに非依存

的な高分子－細胞膜間の物理的な相互作用に

 

 Fig.1 がんの転移過程における CTC  
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由来する接着機

構の存在が示唆

されている。さら

に、血清非存在下

でがん細胞を播

種すると、接着タ

ンパク質を豊富

に含む血清存在

下と比較して高

い接着性が認め

られた 3)。また、

既報において、血

清非含有条件下で PMEA 上のがん細胞は、細

胞膜の突出を繰り返すことが報告されており 

(Fig.2)、増殖性との関連性が示唆されている 4)。

そのため、がん罹患者の全血を血清と細胞成分

に分離した血液および PMEA 基板を用いるこ

とで、EpCAM非依存的ながん細胞の捕捉およ

び増殖が可能となり、CTC を用いたがん検査

技術の確立につながると期待される。しかし、

PMEA上のがん細胞で見られた突出現象は、ア

ポトーシスや細胞遊走の際に見られる

blebbing 現象と類似の現象であると考えられ

るが 5)、blebbing様現象の機能やメカニズムは

未解明である。本研究では、PMEAを用いたが

ん検査技術の確立を目指して、①PMEA上での

blebbing 様現象と接着細胞数の関連性、②

blebbing 様現象を発現する材料物性を解明す

ることを目的とした。 

 
２． 内容 

本研究では、PMEA、およびその類似骨格を

有する poly(n-butyl acrylate) (PBA)を用いた 

(Fig.3)。それぞれの高分子は親水化

polyethylene terephthalate (PET)基板上にスピン

コーティングすることで高分子塗布基板を作

製した。コントロールとして接着タンパク質の

FNを PET基板にコートしたものを用いた。す

べての細胞実験を EpCAMの発現が認められ

ないHT-1080を 1.0 104 cells/cm2の播種密度で

播種し、Dulbecco’s Modified Eagle’s 

Medium/Nutrient Mixture F-12 (DMEM/F12 

(1:1))を用いて血清非含有条件下で行った。 

 

 
 
 
３． 成果 

(1) 蛍光免疫染色による細胞形態の観察 

各高分子基板上で 24時間培養した後、蛍光

免疫染色を行うことにより、各基板上の細胞形

態を比較した。FNおよび PET上では、細胞が

伸展した形態を示した一方、PBAおよび PMEA

上では、比較的丸みを帯びた形態を示した。ま

た PMEA 上においてのみ、接着に関与するタ

ンパク質の vinculinの局在した blebbing様現象

の発現が認められた (Fig.4)。 

 

 

 

 

(2) がん細胞の接着数および増殖性の評価 

各高分子基板上で所定時間培養した後、接着

していた細胞を回収し、接着細胞数を算出した。

培養初期の 1 日目までの接着細胞数を比較す

ると、PETおよび PBA上より blebbing様現象

が見られたPMEA上で多くの細胞が接着した。

培養 5日目における接着細胞数は、初期接着数

が多かった PMEA 上で最も多かった。以上の

結果より、PMEAは細胞が接着する初期段階へ

強い影響を及ぼすことが示唆された。 

 (3) Blebbing 様現象を阻害したときの接着

Fig.2 HT-1080の
blebbing様現象（培養 1
時間） 
赤色が vinculin、緑色が
F-actin、青色が核をそ
れぞれ示す。矢印は
blebbing様現象を示す。 

 

Fig.3 PBAおよび PMEAの化学構造 

Fig.4 各高分子基板上における

HT-1080の細胞形態 (培養 24時間) 

赤色が vinculin、緑色が F-actin、青

色が核をそれぞれ示す。矢印は blebbing
様現象を示す。 
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細胞数 

(1)および(2)より、PMEA 上の細胞において

blebbing様現象および、高い初期接着細胞数が

認められた。そこで、blebbing様現象と初期接

着細胞数に関連性があると予想し、ミオシン

IIの活性を阻害することでblebbing形成の抑制

が可能な blebbistatin を用いた阻害実験を実施

した。蛍光免疫染色により blebbistatin 添加時

の blebbing 様現象の発現を評価した結果、

PMEA 上における blebbing 様現象が認められ

なかった。さらに、blebbistatinの共存下におい

て 24時間培養した後の接着細胞数を評価した

結果、PETおよび PBA 上では、blebbistatin存

在下においてわずかに接着細胞数が減少した。

一方、FNおよび PMEA上では、blebbistatin存

在下において大きく接着細胞数が減少した 

(Fig.5)。また興味深いことに、PMEA上の多く

のがん細胞は、細胞－細胞間接着を形成してい

る様子が見られていたが、blebbing形成を阻害

すると、細胞－細胞間接着の形成が抑制されて

いた。以上の結果より、PMEA上におけるがん

細胞の接着数に blebbing 様現象および細胞－

細胞間接着が寄与していることが示唆された。 

 

 

 

 (4) 細胞－細胞間接着を阻害したときの接着

細胞数 

次に、細胞－細胞間接着と接着細胞数の関連

性を検討した。阻害剤として、細胞－細胞間接

着を担う膜貫通タンパク質の N-cadherin に対

する抗 N-cadherin 抗体を添加した結果、PET

および PBA上では、抗 N-cadherin抗体の有無

による接着細胞数の顕著な差は見られなかっ

たのに対して、FN および PMEA 上では、抗

N-cadherin 抗体存在下において接着細胞数が

有意に減少した。一般的に、血清非含有条件下

では、細胞－基質間の接着が起こらないため、

接着欠損に伴うアポトーシスが誘起されやす

い 6)。一方、細胞－細胞間接着の形成はこのア

ポトーシスを抑制することが報告されている

7)。以上のことより、PMEA上では、細胞－細

胞間接着形成が促進することによりアポトー

シスを抑制していると考えられる。 

(1)～(4)の結果から、接着タンパク質存在下

である FN および接着タンパク質非存在下の

PET、PBAおよび PMEA上の現象を考察した。

FN 上では接着タンパク質を介した接着により、

細胞分裂のシグナルが誘起されており、ミオシ

ンⅡおよび N-cadherin の阻害剤を添加した場

合、細胞分裂が阻害されることで、接着細胞数

が減少したと考察される 8)、9)。PET、PBAおよ

び PMEA 上ではがん細胞の伸展・運動形態が

異なり、特に PMEA 上においては blebbing 様

現象を誘発した。この blebbing様現象は細胞－

細胞間接着の頻度を増大する方向に寄与し、血

清非含有条件下で生じるアポトーシスを抑制

することが可能であるために高い初期接着細

胞数に寄与したと考えられる。 

また、PMEA上で blebbing様現象が誘起され

た材料側の要因について検討した。2次元培養

環境下において細胞－基材 (基質)間の接着力

が弱いときに blebbing を誘発する報告例が存

在する 10)。本研究では、PMEA 基板上におけ

る細胞－基材間の接着力に着目し、接着力と

blebbing様現象の関係を検討した。PMEA上の

細胞は他の材料と比べて、基材と弱い力で接着

していることが明らかになった。 

細胞－基材間の接着力を決める要因として、

Fig.5 Blebbing形成阻害時の接着細胞数 

* p  0.01 (v.s. Blebbistatin (-)) 
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高分子の物理化学的な物性や基板の表面物性

を考える必要がある。PET、PBAおよび PMEA

は疎水性の高分子であることから、脂溶性の細

胞膜と直接的な相互作用が働きやすいと考え

られる。一方、細胞－基材間の接着力が弱い基

材の特徴として弾性率が低いことや、含水量が

多いことが報告されている 11)、12)。そこで PET、

PBAおよび PMEA基板の物理化学的な物性を

評価した (Table.1)。 

 

 
 

弾性率は、PETで約 50 MPaであるのに対し、

PBAおよび PMEAは約 1MPaと比較的軟らか

い弾性率を示した。含水量を PBA および

PMEAで比較すると、PMEAは含水量が 3.2倍

多い値を示した。したがって、PMEA上の細胞

は低弾性率と高含水量に起因して、他の基板と

比較して弱い接着力に繋がったと考えられる。 

さらに、血清培養環境下においては、含水時

に形成される水和状態である中間水量と組成

がフィブロネクチンなどの吸着タンパク質の

吸着量や変性度に影響を与えることを明らか

にした。 
 

４．まとめ 

PMEA 基板の低弾性率と高含水量による低

接着性によって blebbing 様現象が誘起された

こと、PMEA上のがん細胞の接着数に、blebbing

様現象による細胞－細胞間接着形成の促進が

寄与していたこと、および PMEA 上で増殖が

可能であることが明らかとなった。 

CTC を分離回収する既存の技術としては生
物学的手法と物理的手法があるが、いずれの手

法においても CTCを培養可能な状態で他の細
胞種の混入がなく効率的に回収することが困

難である。生物学的手法としては、がん細胞の

表面に存在するマーカータンパク質である

EpCAM に対する抗体を用いた手法が Roche 
Diagnostics 社より提供されているが、
EpCAMを持たない CTCを分離回収すること
ができず分離回収できた CTCにおいても抗体
によって変質してしまい培養することができ

ない。また、物理的手法としては、フィルター

によって細胞のサイズに応じて分離する技術

が RareCells社などから提供されているが、得
られる CTCの純度が低く、細胞の取り出しが
困難である。我々が開発した技術の場合、がん

患者の血中から CTCのみを高純度かつ簡便に
CTC のみを培養可能な状態で分離回収・増殖
できるので、既存技術より優位性が高く今後の

実用化に期待ができる。 
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１． はじめに 

ポストゲノム時代の生命科学研究における

重要な研究対象として、タンパク質に翻訳され

ずに機能するノンコーディング RNA（ncRNA）

が注目されている。なかでも、リボソーム

RNA(rRNA)は、その構造と機能の相関が最も

詳細に行われている ncRNA で、rRNA の A-site

（３つのアデニンから成るインターナルルー

プ部位を含む二重鎖構造：図１A）において、

メッセンジャーRNA（mRNA）とトランスファ

ーRNA (tRNA)が対合することでタンパク質

の合成が行われる 1)。A-site に小分子が結合す

ると、タンパク質の発現が抑制・阻害されるこ

とから、この部位を標的とした小分子（抗菌

薬・阻害剤）の開発が進められており、現在、

アミノグリコシド誘導体（代表的な抗生物質）

が高親和性の抗菌薬として知られている。しか

し、その結合選択性は乏しく、副作用や薬剤耐

性の軽減が期待できる非アミノグリコシド系

の A-site 結合リガンド（抗菌薬）の開発が重

要な課題となっている。 

また、ウイルス RNA の非翻訳領域も創薬（抗

ウイルス剤）の標的としての重要性が認められ

つつある。なかでも興味深いのが、A 型インフ

ルエンザウイルス RNA の非翻訳領域で、８本

ある全ての１本鎖 RNA の 5’末端と 3’末端に存

在しており、両末端が閉じて二重鎖構造（図

1A）をとることで、プロモーター領域として

機能する。rRNA の A-site の場合と同様に、こ

のプロモーター領域に小分子が結合すること

で、ウイルス RNA の転写・複製を阻害できる

ことが期待されている。実際、この領域のイン

ターナルループ部位（２つのアデニンと１つの

ウラシルから構成：図１B）に結合できる小分

子 DPQ（2,4-ジアミノキナゾリン誘導体）が、

化合物ライブラリーを対象としたスクリーニ

ングにより見出され、弱いながらも抗ウイルス

 
図 1 本研究で用いた RNA 配列：  
(A) 大腸菌 rRNA A-site 
(B) A 型インフルエンザウイルス RNA のプ
ロモーター領域 
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活性を示すことが報告されている 2)。ここで、

創薬の標的部位として重要なことは、A 型イン

フルエンザウイルス RNA のプロモーター領域

が、変異しにくく、高度に保存されていること

である。 

一般に、既存の核酸結合性の低分子化合物は

DNA 二重鎖選択性を示し、RNA 二重鎖に対し

て明確な結合選択性と十分な結合力（ナノモル

レベル）を発現するのは、抗生物質として利用

されるアミノグリコシド系化合物にほぼ限ら

れている。しかし、アミノグリコシドは、主に

電荷—電荷相互作用により RNA 二重鎖に結合

するため、RNA 二重鎖中の特定構造に対する

結合選択性や塩基配列選択性を付与すること

は、極めて困難な開発課題である。よって、

RNA 結合分子の探索には、化合物ライブラリ

ー（非アミノグリコシド）のスクリーニングに

基づく手法が最も有力なアプローチであり、前

述した DPQ も 4,279 化合物を対象としたスク

リーニング（NMR 法）により見出されている。

同様に、rRNA の A-site に対する結合分子が、

10,000 種類以上の化合物ライブラリーのスク

リーニング（NMR 法）により見出されている

（MPED：4-メチルピリジン誘導体）3)。これ

らの小分子は、非アミノグリコシドとして世界

最強の結合力を有しているものの（発表当時）、

その結合力はアミノグリコシドに比べて極め

て弱く（DPQ: Kd = 51 M; MPED: Kd = 3 M）、

実用レベルに達していないのが現状である。 

DPQ や MPED のスクリーニングでも用いら

れているように、現在、阻害剤等の一次スクリ

ーニングにおいて、NMR 法が汎用されている

が、少量サンプルで低コスト、網羅的かつハイ

スループットなスクリーニングが可能となる

のは蛍光法である 4)。特に、RNA 結合能を有

する蛍光インジケーターを用いて、標的 RNA 

に対する競合的な結合反応を利用する手法

（ Fluorescence indicator displacement (FID) 

assay: 図２）では、RNA の蛍光ラベル化が不

要であるため、1 アッセイあたりのコストを大

幅に削減できる利点がある。しかし、蛍光法

（FID アッセイ）が主体と成り得ていない最大

の理由は、標的 RNA と候補化合物との相互作

用を正確に評価できる蛍光インジケーターが

欠如していることにある。つまり、ナノモルレ

ベルの結合力と結合選択性、さらには明瞭な蛍

光応答と深赤色蛍光検出（em > 650 nm）機

能を兼ね備えた蛍光インジケーターであり、こ

れを開発することができれば、蛍光法の利点を

最大限に活かしたスクリーニングが可能とな

るため、阻害剤開発の要となる技術基盤（スク

リーニング法）を格段に発展させることが期待

できる。 

以上のような学術的背景に基づき、本研究で

は、阻害剤開発を強力に支援しうる深赤色蛍光

インジケーターを開発することを試みた。その

結果、rRNA の A-site 及び A 型インフルエン

ザウイルス RNA のプロモーター領域に対して

高選択的に結合し、かつ深赤色蛍光（em > 650 

nm）を示す RNA 結合プローブを見出すことに

成功した 5)、6)。さらに、生細胞 RNA（核小体）

イメージングに適用できる深赤色蛍光色素を

開発、これを擬塩基（ユニバーサル塩基）とし

て活用することで、明瞭な off-on 型応答を示す

深赤色蛍光ペプチド核酸（PNA）プローブを開

発した 7)。加えて、A 型インフルエンザウイル

ス RNA のプロモーター領域に世界最強の結合

力で結合する分子プローブを開発することに

成功した 8)。 
 

 
図 2 FID 法の検出原理 
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２． 研究成果 

（１）深赤色蛍光プローブ TO-PRO-3：FID

法における蛍光インジケーター5)、 6) 
赤色蛍光を示す数種類のシアニン色素誘導

体について、A-site に対する結合能と蛍光応答

とを検討した。その結果、核酸染色色素として

汎用されているトリメチンシアニン色素

TO-PRO-3 が A-site に極めて強く結合すること

（解離定数 Kd = 1.1 M）、また、off-on 型の明

瞭な light-up 応答（深赤色蛍光：em = 663 nm）

を示すことを見出した（図３A）。TO-PRO-3 の

結合特性は優れたもので、A-site に対して高選

択的に結合し、その結合力は既存の非アミノグ

リコシド系の A-site 結合分子の中でも最高レ

ベルである。モノメチンシアニン色素（チアゾ

ールオレンジ TO）など、一連のシアニン色素

との比較から、TO-PRO-3 のトリメチン構造が

インターナルループ構造への結合選択性発現

に重要であることが示唆された（図３B）。 

FID 法における蛍光インジケーターとして

の性能を評価したところ、TO-PRO-3 を用いる

ことで、青色〜緑色蛍光性の候補化合物の

A-site結合能を正確に評価できることが分かっ

た。ここで重要なことは、TO-PRO-3 が A-site

との結合・解離反応に伴い深赤色領域で明瞭な

蛍光変化を示す点であり、これにより候補化合

物由来の蛍光からの干渉を全く受けずにA-site

結合能を評価することが可能である。さらに、

本アッセイはプレートリーダー（96 穴プレー

トなど）を用いたスクリ－ニングに応用できる

ため、様々な蛍光性化合物を含む大規模な化合

物ライブラリーを用いたハイスループットス

クリーニングへの展開が期待できる。 

 
 
図 3 TO-PRO-3 の蛍光応答と一連のシアニン色素の蛍光応答選択性： 

(A) Fluorescence spectra of TO-PRO-3 (0.50 M) in the absence and presence of target RNAs 
(5.0 M): A-site RNA and duplex model. Inset: Fluorescence titration curves for binding to 
target RNAs. Sample solutions were buffered to pH 7.0 with 10 mM sodium cacodylate, containing 
50 mM NaCl and 0.1 mM EDTA. Temperature, 20C. Excitation, 632.5 nm. Analysis, 663 nm. (B) 
Response selectivity of monomethine (TO, TO-PRO-1, PO-PRO-1, JO-PRO-1) and trimethine 
cyanines (TO-PRO-3, YO-PRO-3, TO3-C3) for A-site RNA over duplex model. Solution conditions 
are the same as given in (A).  
[Chem. Commun. 2019, 55, 3183 – 3186.] – Reproduced by permission of The Royal Society of 
Chemistry  

 

（A） 
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また、TO-PRO-3 は、rRNA の A-site と類似

のインターナルループ部位（２つのアデニンと

１つのウラシル）を有する A 型インフルエン

ザウイルス RNA のプロモーター領域（図１B）

にも結合し（Kd = 2.9 M）、FID 法に適用でき

ることを見出した（図４）。 

TO-PRO-3 は、深赤色蛍光応答（Ex 632.5 nm 

/ Em 663 nm）を示す世界初の FID インジケー

ターであり、青色〜緑色蛍光性化合物のスクリ

ーニングへも適用できるため、極めて有用なイ

ンジケーターとして期待できる。 
 なお、A 型インフルエンザウイルス RNA

のプロモーター領域に対しては、新たに分子プ

ローブの開発に成功している 8)。その結合力は、

世界最強で、ウイルス RNA の複製・転写を阻

害できる。 

 
図 4 TO-PRO-3 の A 型インフルエンザプロモ
ーター領域（モデル RNA：図１B）に対する蛍
光応答： 
Fluorescence spectra of TO-PRO-3 (1.0 M) 
in the absence and presence of target RNAs 
(5.0 M). Inset: Fluorescence titration curves 
for binding to target RNAs. Measurements 
were performed in 1PBS buffer (I = 0.16 M, 
pH 7.4). T = 25C. Excitation, 632.5 nm. 
Analysis, 663 nm. 
Reproduced from ChemBioChem. 2019, 20, 
2752 – 2756 by permission of John Wiley & 
Sons Ltd 

   
 
図 5 BIQ による MCF7 細胞の蛍光イメージング： 
(A) Fluorescence imaging of living MCF7 cells stained by BIQ (5.0 M) with nuclear counterstaining 
with Hoechst 33342 (176 nM). (B) Fluorescence images of fixed-permeabilized MCF7 cells stained 
by BIQ (5.0 M) before (control) and after treatment of RNase or DNase. Scale bar: 15 m. 
Fluorescence intensity profiles along the white line are also shown. 
Reprinted with permission from Anal. Chem. 2019, 91, 14254 – 14260. Copyright 2019 American 
Chemical Society 
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（２）深赤色蛍光色素 BIQ：生細胞 RNA イメー

ジングとユニバーサル塩基としての活用 7)  

RNA 選択性を発現しうる蛍光色素として、

Benzo[c,d]indole 環を有するモノメチンシアニ

ン色素を種々合成し、その機能を評価した。そ

の結果、Benzo[c,d]indole 環と quinoline 環の 4
位とを連結した新規色素 BIQ（図５）が深赤色

蛍光 RNA 染色色素として機能することを見出

した。 
BIQ は優れた RNA 選択性を示し、RNA との

結合に伴い、off-on 型の明瞭な light-up 応答を

示す（I/I0 = 105-fold, em = 657 nm）。BIQ は、

生細胞イメージングに適用可能で、rRNA を豊

富に含む核小体を選択的に染色できる（図５）。

市販の RNA 染色色素（SYTO RNA select 及び

Nucleolus Bright Red）と比較して、「生きた細

胞に適用できること」は大きな利点であり、

BIQ は核小体の機能研究に役立つことが期待

できる。 
さらに、BIQ はペプチド核酸（PNA）プロ

ーブにおける世界初の深赤色蛍光擬塩基（ユニ

バーサル塩基）としても機能する。その off-on

型の蛍光応答機能も世界トップレベルで、一本

鎖 RNA 検出（I/I0 = 50-fold）のみならず二重鎖

RNA 検出（I/I0 = 41-fold）にも適用できる。 
 

３．まとめ 

以上のように本研究では、FID 法の次世代蛍

光インジケーターとして、深赤色蛍光 RNA 結

合プローブ TO-PRO-3 を見出すことに成功し

た。また、生細胞 RNA（核小体）イメージン

グ・ユニバーサル塩基に適用できる全く新しい

深赤色蛍光色素 BIQ の開発にも成功した。現

在、さらに BIQ を活用することで、ウイルス

RNA 検出法や抗ウイルス薬のスクリーニング

法の開発を進めている。 
なお、本研究成果は、英国王立化学会速報誌

（Chemical Communications）の Front Cover5)、

化学学術誌（Wiley-VCH/ChemBioChem）の

Cover Feature6)、アメリカ化学会誌（Analytical 

Chemistry）の Supplementary Cover Art7)にハイ

ライトされた。 
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１． はじめに 

生体組織を構成する細胞の機能は、無数のタ

ンパク質相互作用(protein-protein interaction: PPI)

によって制御されている 1)。その中の鍵となる

PPI の恒常性が外部刺激や遺伝子変異などによ

って破綻すると、細胞機能は異常をきたし、がん

の様な疾患の発生・悪性化の原因となる。そのた

め、疾患モデル動物において、生体深部疾患組織

における PPI を非侵襲的に可視化する手法は、

疾患の発生・悪化過程の分子的理解や治療薬開

発に不可欠となる。PPIの評価は、屠殺した動物

の組織を観察することでも可能であるが、時事

刻々と変化する PPI を高精度に評価するために

は、膨大な数の実験動物が必要になり現実的で

ない。そこで、個体組織における PPIの非侵襲的

イメージングが実現すれば、実験労力・コストの

みならず実験に必要な動物個体数の削減につな

がり、実験動物の福祉的観点からもメリットが

大変大きい。 

顕微鏡観察下の培養細胞における PPI 可視化

手法として、PPI依存的に光シグナルを生成する

蛍光タンパク質センサーを細胞に遺伝子コード

する手法が数多く開発されてきたが 2)~4)、生体組

織では、励起光による組織自家蛍光がシグナル

検出感度を著しく低下させることが問題であっ

た 5)。そこで、励起光を必要としない、発光基質

化合物との化学反応によって光シグナルを生成

するルシフェラーゼを利用した PPI イメージン

グ手法も考案されてきた。しかし、分割型ルシフ

ェラーゼの様な既存のセンサーは原理的に強い

光シグナルの生成が困難であることに加え 6)、光

シグナルの波長が可視領域に限定されることか

ら生体組織に吸収・散乱されやすく、生体組織深

部のイメージングには実用的でなかった。 

無数の PPIの中で、本研究では、細胞の酸化ス

トレス応答に着目した。酸化ストレスは、疾患の

発生・亢進や組織恒常性の維持など多方面に関

わるが 7)、8)、全身組織で同時多発的かつ一過性に

発生するために、個体レベルでの生命活動にお

ける酸化ストレスの役割を統合的に理解するに

は、広視野性とリアルタイム性を兼ね備えた高

感度なイメージング手法が必要である。 

  

２．内容 

本研究提案では、生体組織透過性に優れる近

赤外ホタル発光システム AkaBLIに 9)、10)、PPIを

可視化するための新たな原理を組み込むことで、

実用的な PPI 非侵襲的光イメージングプローブ

の設計論の確立を目指した。具体的には、PPIを

定量的に可視化するために、化学遺伝学的アプ
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ローチによって、ホタル発光システムでは実現

していなかった、高効率な生物発光共鳴エネル

ギ ー 移 動 (bioluminescence resonance energy 

transfer: BRET)システムの構築を検討した。さら

に、酸化ストレスに伴う細胞応答をマウスの全

身組織で可視化するために、酸化ストレスに高

時間分解応答を示す発光イメージングプローブ

の基礎設計を検討した。 

 

３．成果 

ホタルルシフェラーゼ(Fluc)が非侵襲的発光

イメージングに利用されだして 20年近くになる

が、海洋系ルシフェラーゼとは異なり、Flucと蛍

光タンパク質を組み合わせたプローブの分子設

計において極めて BRET が発生し難く 11)、Fluc

の実用的なBRETシステムは報告されていない。

BRET 効率を決定する要因は、ドナー分子(Fluc)

とアクセプター分子(蛍光生成分子)の分子間距

離と分子間双極子結合である 12) 。Fluc-蛍光タン

パク質間の BRET効率が低い原因として、Flucの

大きな分子サイズに起因した分子間距離が問題

視されがちだが、本研究では、Flucと蛍光タンパ

ク質間の双極子結合の最適化に何らかのハード

ルがあるのではないかと考えた。そこで、比較的

自由度の高い双極子モーメントを取りやすい蛍

光色素をタグタンパク質(TagP)に化学的に結合

し、アダプター分子を介して Fluc に近接させた

時の BRET効率を調べた。蛍光色素には、650 nm

付近に absorption peakを、670 nm付近に emission 

peak を持つ近赤外蛍光色素(NIR dye)を用いた。

この着想は期待通りに機能し、NIR dyeと似通っ

た吸収・蛍光スペクトルを持つ近赤外蛍光タン

パク質(NIR FP)をアクセプターにした分子設計

と比較すると、顕著な BRET 効率の上昇が確認

された(図 1)。 

さらに細胞機能応答性 PPI ドメインを Fluc、

TagP にそれぞれ結合した遺伝子を構築し、培養

細胞に共導入した。そして、NIR dyeを培養系に

添加して TagP を標識した後、PPI の有無によっ

て得られる発光スペクトルの変化を測定した。

その結果、NIR dye の emission peak である波長

660-680 nm付近の発光強度が増加したことから、

PPIに応答した BRETが確認された(図 2a)。更に、

Flucを Akalucに変えて、発光スペクトルを測定

したところ、BRET によって、Fluc 同様に波長

660-680 nm 付近の発光ピークの変化を確認した

(図 2b)。 

並行して、酸化ストレスに応答して相互作用

する新規のタンパク質ドメインの同定・最適化

に取り組んだ。酸化ストレスの蛍光タンパク質

センサとして、蛍光タンパク質自身の酸化還元

環境の変化への感受性を高めた RoGFP や 13)、

E.Coli 由来の酸化ストレスセンサタンパク質で

ある OxyR の可変ドメインを用いた Hyper シリ

ーズなどがある 14)~16)。しかし、予備的検討から、

これらの分子の酸化ストレス応答原理を Fluc に

組み込むことは困難であった。そこで、酸化スト

レスに応答する PPI が報告されている、タンパ

ク質 Xとタンパク質 Y由来の相互作用ドメイン

OSD-Xと OSD-Yの同定に取り組んだ。ドメイン

の探索にあたって、PPIによって細胞内に蛍光凝

集体が生成されるFluoppiシステムをドメインの
 

図 1 BRET効率の比較 
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相互作用能を可視化する目的で利用した (図

2c)17)。過去の報告において示唆された相互作用

ドメインの候補配列を単離し、Fluoppi システム

に組み込んだ。また、相互作用ドメインの候補配

列を改変した変異体(variant)を多数作製し、こち

らも Fluoppiシステムに組み込んだ。これらの検

討から、組み込んだ配列によって、蛍光凝集体の

生成に顕著な差異が確認されたことから(図 2d)、

OSD-X と OSD-Y の酸化ストレス応答性 PPI に

必要なタンパク質ドメイン配列を大まかに決定

することができた。 

 

４．まとめ 

本研究では、化学遺伝学的アプローチによる

Fluc を用いた BRET システムの設計原理の実証

に取り組んだ。また、新たな酸化ストレス応答性

PPI ドメインを使った遺伝子コード型イメージ

ングプローブの基礎設計についても検討した。

今後は、酸化ストレス応答性の BRET システム

の構築に加え、Akaluc の発光スペクトルとの分

離能を改善するために、emission peakが長波長シ

フトした NIR dye をアクセプター分子とする分

子設計を探索したい。これらを通して、PPIの高

感度な発光イメージングセンサを開発し、疾患

動物モデルへの実装に取り組む予定である。 
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１． はじめに 

高度難聴は、新生児 1,000人に 1～2人の割合

で発症する。すなわち難聴は先天性疾患のうち

最も頻度の高い疾患の１つである。新生児の難

聴は、言語発達や教育に遅れを引き起こすため

生活の質に大きく影響する。先天性難聴のうち

少なくとも 50%は遺伝子が関与しており（図 1）、

その主な原因は変異により生じる Connexin26 

(GJB2) 及びペンドリン (SLC26A4) のミスフ

ォールディングである。しかしこれら難聴を根

治する治療法はいまだ確立されていない。 

 

図1．先天性難聴患者における遺伝性難聴の割合。

先天性難聴の約半分に遺伝子が関与している。 

 

ペンドリンは 780 個のアミノ酸残基からな

る分子量 85.7kDaの膜タンパク質であり、12～

14 回膜貫通領域を持っていると推定されてい

る（図 2）。ペンドリンは主に内耳、甲状腺、お

よび腎臓で発現しており、内耳では、内リンパ

管、内リンパ嚢および蝸牛を構成している多様

な細胞に発現している（図 3）。内耳におけるペ

ンドリンの役割は、Cl－/HCO3
－の交換反応を行

い、内リンパ液のイオン濃度の調整を行うこと

である。 

 
図2．ペンドリンの膜貫通構造予測図。陰イオン輸

送を担う膜タンパク質で、12～14回膜貫通型であ

ると考えられている。 

 

我々はこれまで内耳外有毛細胞に発現する

膜タンパク質プレスチン (SLC26A5) の研究

を行ってきており、プレスチンに変異を加える

と、ミスフォールディングし、細胞質に蓄積さ

れ、機能を失うことを明らかにした 1)。さらに、

分子シャペロンとして働くサリチル酸を細胞

に投与することで、その機能を回復できること

を発見した 2)。ペンドリンとプレスチンは共に

SLC26ファミリーに属しており、45%の相同性

を示すことから、同手法がペンドリン変異体に
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対しても有効ではないかとの着想に至った。そ

こで我々は、日本人において報告されている難

聴の原因となる 10 種類のペンドリン変異体

（P123S、M147V、K369E、A372V、N392Y、

C565Y、S657N、S666F、T721M、H723R）を

HEK293細胞に発現させ、細胞内での局在を解

析した。その結果、8種類の変異体は細胞質に

蓄積していることを明らかにした。さらにこれ

らの変異体を発現した細胞にサリチル酸を投

与すると、4 種類の変異体（P123S、M147V、

S657N、H723R）で、細胞膜へ局在が回復する

ことを発見した 3)。 

 
図3．内耳におけるペンドリンの発現部位。主に 

Cl－/HCO3－の交換反応を行い、内リンパ液のイオン

調整などを担っている。 

 

しかし、遺伝子導入から光学顕微鏡による

個々細胞の画像解析、統計的処理、さらには機

能回復評価のための放射性同位体試験など、検

討に非常に高いコストと時間を要していた。そ

こで本研究では，遺伝子導入の効率化手法の開

発とこれを用いた薬剤探索を試みた。 
 
２． 実験方法 

3×FLAGタグが C末端に付加されたペンド

リンを発現する遺伝子を構築するため、ヒトペ

ンドリン cDNA を PCR 法で増幅し、pIRES-

hrGFP-1a にサブクローニングした。その後こ

の遺伝子を pcDNA3.1ベクターに導入した。こ

のペンドリン-3×FLAG WT発現ベクターから

変異導入プライマーと QuickChangeⅡSite-

Directed Mutagenesis Kit (Stratagene)を用いて、

1 塩基変異を導入して、10 種類の変異 Pendrin

発現ベクターを構築した（表 1）。構築した発現

ベクターの配列は、DNA 配列解析を行い確認

した。 

遺伝子を導入する細胞としてヒト胎児腎臓

（HEK293）細胞を用いた。HEK293 細胞は、

10% FBS、100 U/mLペニシリン、100 µg/mLス

トレプトマイシンを含んだ RPMI-1640 培地 

（Sigma）を用いて、温度 37℃、湿度 100%、 

CO2 5%の条件で培養した。 

表 1．変異導入プライマー 

 

 

固相トランスフェクションにて遺伝子導入

を行った。無血清 DMEM にプラスミド DNA

および PEI-Maxを混ぜやさしく混和し 20分イ

ンキュベーションし、その後フィブロネクチン

を加え、ポリ-L-リシン（PLL）コートした 12

ウェルディッシュに滴下しそのまま真空乾燥

した。ディッシュに細胞を 70%コンフル程度に

播き、培養した。 

遺伝子導入後 24時間培養した細胞に、サリ

チル酸ナトリウム（10 mM）、あるいはサリチ

ル酸誘導体（1 mM）を添加し、更に 12時間培

養した。細胞を PBSで 3回洗浄した後、4%パ

ラホルムアルデヒドで 5分間、室温でインキュ

ベーションして細胞を固定した。抗体の非特異

的結合を避けるため、ブロッキング溶液（50% 

FBS、 50% Block Ace(大日本住友製薬)）で 1時

間、37℃でインキュベーションした。PBSで洗

浄後、抗 FLAG 一次抗体（Sigma）で 1 時間、
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37℃でインキュベーションし、続いて、抗マウ

ス IgG TRITC標識二次抗体 （Sigma）で 30分

間、37℃でインキュベーションした。最後に、

PBSで洗浄した後、共焦点レーザー蛍光顕微鏡

（FV500、 Olympus）もしくは蛍光顕微鏡（BZ-

X800、キーエンス）で蛍光画像を観察した。 

サリチル酸は 10 mMで変異体を細胞膜へ移

行させる作用があったが、1 mMでは作用が見

られなかった。そこで、より低濃度で作用があ

る化合物を特定するため、表 2に示した 4種類

のサリチル酸誘導体 2-Hydroxybenzyl alcohol、

2,3-Dihydroxybenzoic acid、methyl salicylate、2-

Hydroxyacetophenone について、これらの化合

物が変異体 P123Sおよび H723Rの細胞膜へ移

行を促進する作用を持っているか調べた。 

表 2．サリチル酸およびサリチル酸誘導体 

 

 

さらに、天然由来サリチル酸誘導体として

Lasalocid A sodium（図 4）についても調査を行

った．毒性を評価するため HEK293細胞を使用

し、96 ウェルプレートを用いて測定を行った。

20,000 cells/ウェルとなるように細胞数を調整

して 30 ウェルに撒き、一晩培養した。次に、

8 条件の濃度で Lasalocid A sodium をそれぞれ

3 ウェルずつ 24 ウェルに投与し、18 時間静

置した。残りの 6 ウェルの内、3 ウェルには

溶解バッファを加え細胞を死滅させた。また、

これとは別に培地のみを入れたウェルを 12ウ

ェル用意した。 

細胞損傷率及び細胞生存率の評価 死細胞を

検出する発色試薬である Cytotoxicity LDH 

Assay Kit – WST (同仁化学)を全 42 ウェルに加

え、iMark マイクロプレートリーダー（Bio-Rad）

を用いて吸光度を測定し、(1)式により細胞生

存率を算出した。また、発色試薬に生細胞を検

出する Cell Counting Kit – 8 (同仁化学)を用いて

同様に実験を行い、(2)式により細胞生存率を

算出した。 

Celldamage rate[ 1] 0% 0A C
B C


−

=
−

  (1) 

Cell viability[ 1] 0% 0A D
C D


−

=
−

  (2) 

ここで、Aは細胞に Lasalocid A sodiumを加

えたウェルの吸光度の平均、B は細胞を死滅

させたウェルの吸光度の平均、C は細胞のみ

のウェルの吸光度の平均、D は培地のみのウ

ェルの吸光度の平均を表している。 

 
図4．Lasalocid A sodiumの化学構造式 

 

３． 結果と考察 

ペンドリン変異体の細胞内局在を明らかに

するために、C末端に FLAGタグのついたWT

および変異体を HEK293細胞に発現させ、免疫

蛍光染色により、それらの局在解析を行った。

その結果を図 5に示す。 

細胞内に留まる 8 種類の変異体 P123S、 

M147V、 A372V、 N392Y、 S657N、 S666F、 

T721M及び H723Rがサリチル酸により細胞膜

へ移行するかどうか解析した（図 5）。図 5 に

おいて、DIC は細胞の微分干渉顕微鏡画像を、

TRITC は蛍光標識された WT および変異体の
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存在場所を蛍光顕微鏡画像として示している。

Mergeは DICと TRITCを重ね合わせた画像で

ある。図 5(A)はサリチル酸を溶解するに用い

た溶媒のみを加えたサンプルであるが、細胞全

体に蛍光が見られ、変異体の細胞膜への局在は

認められなかった。一方、サリチル酸（10 mM）

を添加した場合、4 種類の変異体 P123S、 

M147V、 S657N 及び H723R で、細胞膜での

TRITCの強い蛍光が見られた（図 5(B)）。一方、

A372V、 N392Y、 S666F 及び T721M変異体

では細胞全体に蛍光が見られた（図 5(B) ）。 

 

図 6 は WT および変異体を発現した細胞に

おける、細胞膜（PM）と細胞質での蛍光強度

の比を棒グラフにしたものである。４種類の変

異体 P123S、 M147V、 S657N及び H723R を

発現した細胞では、サリチル酸により、細胞膜

での蛍光強度が有意に増加しており、変異体の

細胞膜への移行が促進されたことを示してい

る。 

低濃度サリチル酸及びサリチル酸誘導体の

作用を変異体 P123S を発現させた HEK293 細

胞で調べた。サリチル酸は 10 mMで P123Sの

細胞膜への移行を促進したが、1 mM では

P123S を細胞膜へ移行させる作用はなかった

（図 7、8）。 

 
図7．サリチル酸誘導体のP123Sの細胞内局在に与

える影響 

 

図8．サリチル酸誘導体添加による蛍光強度比の変

化。* p<0.01 vs. WT; # p<0.05; ## p<0.01 vs. 
P123S. 

 

より低濃度で P123S を膜に移行させる化合

物を特定するため、4種類のサリチル酸誘導体、

2-Hydroxybenzyl alcohol、 2,3-Dihydroxybenzoic 

 
図5．サリチル酸による変異体の局在変化 

 

図 6．サリチル酸添加による蛍光強度比の変化。

*p<0.05; **p<0.01。 
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acid、 methyl salicylate、 2-Hydroxyacetophenone

を用いて P123Sの局在を解析した。その結果 2

種類の誘導体 2-Hydroxybenzyl alcohol、 2,3-

Dihydroxybenzoic acidがサリチル酸よりも低濃

度ので、P123Sを細胞膜へ移行させた（図 7）。

図 8 に P123S を発現させた細胞にサリチル酸

誘導体を添加した際の細胞膜（PM）と細胞質

での蛍光強度比を表したグラフを示す。 

同様に、変異体 H723R におけるサリチル酸

およびサリチル酸誘導体による Pendrinの局在

変化を調べたところ、10 mM のサリチル酸お

よびより低濃度の 2-Hydroxybenzyl alcoholと 2-

Hydroxyacetophenone を投与した細胞において、

細胞膜に強い蛍光が観察され、これらの薬剤が

変異体 Pendrinを細胞膜に移行させることを示

唆した（図 9）。また、陰性対照としてサリチル

酸を溶解するに用いた溶媒のみを加えた

H723R 変異体を導入した細胞および 2,3-

Dihydroxybenzoic acid、 methyl salicylateを投与

した細胞では、核を除く細胞全体に蛍光が見ら

れ、これらは細胞内に留まっていることが示さ

れた。このことから、サリチル酸および 2種類

のサリチル酸誘導体により、細胞膜での蛍光強

度が有意に増加しており、変異体の細胞膜への

移行が促進されたことが明らかとなった。 

 

 
図9．サリチル酸誘導体のH723Rの細胞内局在に

与える影響 

 

図 10にWTペンドリンもしくは P123S変異

ペンドリン発現 HEK293細胞に、サリチル酸誘

導体を投与した際の免疫染色画像を示す。WT

ペンドリン（a）は細胞膜に局在しているのに

対して P123S変異ペンドリン（b）は細胞質に

局在していた。一方で Lasalocid A sodiumの存

在下では P123S 変異ペンドリンは細胞膜に局

在していた（c）。 

また、より低濃度の Lasalocid A sodium (d）

の存在下においては P123S 変異ペンドリンは

細胞膜に局在しているものと細胞質に局在し

ているものが存在した。以前の研究より細胞質

に蓄積しているペンドリンは 10 mMのサリチ

ル酸により細胞膜へと輸送されるとその機能

を回復すると考えられる。本実験よりサリチル

酸誘導体の 1種である Lasalocid A sodiumはよ

り低い濃度で、サリチル酸と同様に P123S 変

異ペンドリンの一部を細胞膜へと輸送した。こ

のことから P123S 変異ペンドリンの一部を細

胞膜へと移行させた Lasalocid A sodiumも同様

に、陰イオン交換機能を回復させる可能性があ

ることが示唆された。 

 

図 11 に HEK293 細胞に Lasalocid A sodium

を投与した際の細胞生存率及び細胞損傷率の

グラフを示す。Lasalocid A sodium が 0.045 mM

以上の場合は損傷率が約 65 %であり、生存率

が 10 %以下となっている。一方で、4.5 µM未

 

図10．Lasalocid A sodiumがP123Sの細胞内局

在に与える影響。 
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満になると損傷率が 10 %以下、生存率が 80%

以上になる。両者の結果から Lasalocid A sodium

は 0.045 mM以上では毒性を持っているが、4.5 

µM未満では毒性がなくなると考えられる。 

 

 

図11．Lasalocid A sodiumがP123Sの細胞内局在

に与える影響 

 

４．まとめ 

本研究では、低コストで短時間に多くの検体

を定量的に評価できる手法として、固相トラン

スフェクションを用いた遺伝子導入と、蛍光顕

微鏡による局在評価を試み、実験時間の大幅な

短縮が可能となることが示された。これにより、

8種類のペンドリン変異体に対し、5種類のサ

リチル酸誘導体を異なる濃度で作用させてそ

の評価をすることが可能となり、Lasalocid A 

sodium が最も低濃度で有効であることを見出

すことに成功した。さらに Lasalocid A sodium 

による細胞毒性を行い、 45 µM未満における 

細胞損傷率は 10%以下、細胞生存率は 80%以

上となることが明らかとなった。現在回復効果

が確認されている 濃度について毒性が認めら

れるため、より低濃度の場合の効果について今

後追加検討したいと考えている。 

 

謝辞 

本研究を助成していただいた公益財団法人

中谷医工計測技術振興財団に深く感謝いたし

ます。 

 

参考文献 

1) Kumano S, Iida K, Murakoshi M, Naito N, 
Tsumoto K, Ikeda K, Kumagai I, 
Kobayashi T, Wada H. Effects of 
mutation in the conserved GTSRH 
sequence of the motor protein prestin on 
its characteristics. JSME Int J 48C:403-
410, 2005. 

2) Kumano S, Iida K, Ishihara K, 
Murakoshi M, Tsumoto K, Ikeda K, 
Kumagai I, Kobayashi T, Wada H. 
Salicylate-induced translocation of 
prestin having mutation in the GTSRH 
sequence to the plasma membrane. 
FEBS Lett 584:2327-2332, 2010. 

3) Ishihara K, Okuyama S, Kumano S, Iida 
K, Hamana H, Murakoshi M, Kobayashi 
T, Usami S, Ikeda K, Haga Y, Tsumoto K, 
Nakamura H, Hirasawa N, Wada H. 
Salicylate restores transport function 
and anion exchanger activity of 
missense pendrin mutations. Hear Res 
270:110-118, 2010. 
 

193



 

 

血液中濃度維持機構の解明を目的とした内因性エキソソームの計測・解析技術の開発 

 

 

 

研究責任者 京都大学 大学院薬学研究科 
病態情報薬学分野 

准教授  高橋 有己 

   

 

 

 

 

１． はじめに 

エキソソームは、種々の細胞から分泌され

る、脂質二重膜から形成される粒子径 100nm
程度の細胞外小胞である。エキソソームは体

内において細胞間情報伝達媒体として機能す

る。エキソソームによる細胞間情報伝達は、

癌、免疫応答、糖尿病、中枢性神経疾患、感染

症など、多様な生体内イベントにおいて重要

な役割を果たしている。エキソソームは生体

を構成するほとんど全ての細胞から恒常的に

分泌される。血液中にも大量のエキソソーム

が存在し、癌や免疫応答等の多様な生体内イ

ベントへの関与が報告されている。エキソソ

ームの生理機能の解明を目的とした研究では、

培養細胞から回収したエキソソームを用いた

研究が盛んに行われている。これまでに、培

養細胞から回収したエキソソームを血液中に

投与しても、マクロファージに取り込まれ血

中より速やかに消失することが報告されてい

る。この結果は血液中には内因性のエキソソ

ームが大量に存在するという事実との整合性

は低いが、薬物速度論観点からは、血中にお

いてエキソソームの産生と消失が平衡状態に

あるために一定のエキソソーム濃度が維持さ

れていると考えられる。しかしながら、内因

性エキソソームの回収・標識方法が存在しな

いために生体内挙動の計測は困難であり、産

生―消失平衡については検討されてこなかっ

た。本研究では、内因性エキソソームの生体

内挙動の計測方法と、薬物速度論に基づく産

生と消失の平衡状態の解析方法とを開発し、

血液中エキソソーム濃度の維持機構の解明を

目指した。 
 

２． 内容 

血液中エキソソームの挙動の計測には、エ

キソソームの選択的な回収方法と特異的な標

識方法が必要である。培養細胞のエキソソー

ムを回収する際には、培地組成の最適化によ

り他の粒子の混入を低減可能であるが、多数

の生体由来分子・粒子等が混在する血液から

の回収に際しては、培養細胞系において繁用

される超遠心法による回収は困難である。本

研究ではエキソソームとHDLや LDL等のリ
ポタンパク質とのサイズと密度の違いに着目

し、サイズ排除クロマトグラフィー（SEC）
および密度勾配遠心（DGC）の組み合わせに
よる高純度なエキソソーム回収法を開発した。 
培養細胞のエキソソームの標識には脂溶性

蛍光色素が繁用されるが、血液から高純度に
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回収したエキソソームであってもわずかなが

ら混入するHDLや LDL等の他の粒子も染色
されるため望ましくない。一方で、LDL等の
リポタンパク質にはエキソソーム膜中に存在

するリン脂質ホスファチジルセリン（PS）は
ほとんど存在しない。そこで本研究では、PS
を認識するタンパク質 Lactadherinと発光性
レポータータンパク質 Gaussia luciferase
（gLuc）との融合タンパク質 gLuc-LAを利用
した血液エキソソーム特異的な標識法を開発

した。 
血中におけるエキソソームの産生－消失平

衡の評価には、エキソソームの産生速度と消

失速度を求める必要がある。本研究では、実

験的に計測可能な消失速度と定常状態におけ

るエキソソーム濃度の数値を基に、薬物速度

論的解析によりエキソソームの産生速度を算

出し、産生－消失平衡の解析を可能とする方

法論を確立した。 
 

３． 成果 

 SEC と、gLuc-LA 標識とを組み合わせる
ことで、血液中のエキソソームを特異的に標

識可能であることを明らかとした。この標識

エキソソームを用いて、血中での消失半減期

を測定したところ、約 6 分程度であった。ま
た、投与されたエキソソームは主に肝臓へと

分布することも見出した（図１）。 
さらに、定常状態での血液中エキソソーム

濃度を測定し、消失速度と産生速度との平衡

に基づく血中濃度の確定を想定することで産

生速度を算出したところ、マウスにおいては

毎分 18μgのエキソソームが血液へと産生さ
れることが明らかとなった。得られたモデル

の検証を目的として、クロドロネート封入リ

ポソーム投与により全身のマクロファージを

除去することでエキソソームの消失速度定数

を低下させたモデルマウスを作製し、同様に

モデル解析を行った。その結果、消失速度定

数を低下させたモデルマウスの消失速度定数

を基として、産生速度は通常マウスと変わっ

ていないとして算出した血中エキソソーム濃

度（約 450μg/mL）は、実測値（約 360 ± 100
μg/mL）の範囲内にあったことから、モデル
の妥当性を証明できた。また、この結果は、血

液エキソソーム濃度は産生と消失の平衡によ

り決定されていることを示す結果である。 
 

４．まとめ 

血液中エキソソームの拐取並びに標識法の

確立により、血液中エキソソームの体内動態

の計測を可能とした。また、確立した計測法

と薬物速度論的解析方法を組み合わせること

で、血液中エキソソームの産生速度の算出を

可能とした。さらに、これらの方法を用いて、

血液中エキソソームの濃度維持機構の解明に

成功した。以上の成果はエキソソームの生理

機能の解明を目的とした研究に有用な情報を

供するものとなる。 
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図１．血液中エキソソームの体内動態 
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１． はじめに 

細胞内生命現象には、細胞の弾性、粘性とい

った機械的特性も深く関わっていることや、細

胞は周囲の力学的環境に応じて形態や機能を

変化させることが知られるようになってきた。

近年、生細胞自身の機械的特性や周囲の力学的

環境に対する応答を計測するために、原子間力

顕微鏡、光ピンセット、ブリルアン散乱などを

用いた様々な計測技術が提案、開発されている

1)、2)。細胞内のタンパク質や生体分子の分布、

動態観察と同時に、細胞の機械的特性の可視化、

解析をシームレスに行うことが出来れば、細胞

内生命現象への理解を更に深め、さらなる知見

が得られることが期待できる。 
我々の研究グループでは、これまで近赤外波

長域（主に 800-1700 nm帯）の光源を用いた
３次元高空間分解能光コヒーレンス顕微鏡

（Optical Coherence Microscopy: OCM）や高
空間分解能光コヒーレンストモグラフィ

（Optical Coherence Tomography: OCT）技
術の開発に取り組んでおり、マウス脳深部（表

層から 2 mm 以上）のイメージングや神経軸
索の可視化などの成果を挙げている 3)~5)。近年、

波長 1700 nm 帯のスペクトルドメイン方式

OCM の開発も行い、OCM イメージング速度
と信号検出感度の大幅な向上にも成功した。 
本研究では、光干渉計測を用いた細胞内の機

械的特性の非接触高速計測技術の開発を目指

している。 
 
２． 研究内容・成果 

波長 800 nm 帯の広帯域光を用いたスペク

トルドメイン方式 OCM をベースに細胞の機

械的特性の計測システムを構築する。そのため、

本研究では、まず波長 800 nm帯のスペクトル
ドメイン方式 OCMの開発に取り組んだ。光源
には、波長 800 nm帯で十分な光強度が確保で
きる NKT photonics社製のスーパーコンティ
ニューム（SC）光源（SuperK EVO）を用い
た。本光源は、波長 500-2000 nm帯に広がる
SC光を出力する。本研究では、バンドパスフ
ィルタを用い、広帯域 SC光から 800 nm帯光
のみを抽出し、OCMに利用した。構築した波
長 800 nm 帯 OCM とバンドパスフィルタ透

過後の光源スペクトルを図 1（a）および（b）
に示す。構築した OCM システムでは、

Thorlabs社製波長 800 nm 帯広帯域ファイバ
ーカップラを用いたマイケルソン干渉計を用
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いた。参照アームには、参照アームとサンプル

アーム間の波長分散差を補償するための、分散

補償ガラスを設置している。サンプルアームは、

2軸ガルバノスキャナー、レンズペア、対物レ
ンズからなるレーザー走査型共焦点顕微鏡の

光学系で構成されている。本光学系では、ファ

イバーカップラのシングルモードファイバー

の直径 4.4 µmのコアが共焦点ピンホールの役
割を果たしている。信号検出には分光器と

Basler 社製のラインスキャンカメラ（Sprint 
spL4096-140kmESC）を用いた。スペクトル
ドメイン方式では、光スペクトル上に現れる干

渉フリンジを計測する。このため、波長分解能

が十分でない場合、干渉計のゼロ遅延位置から

測定位置が離れると、干渉フリンジの計測精度

が低下し、それに伴い信号検出感度も低下する。

本研究では、ゼロ遅延距離から 800 µm程度の
位置まで十分な信号検出感度が維持できる波

長分解能をシミュレーションで算出し（図 1
（d））、刻線数 1200本/mm の回折格子とピク
セル数 4096のラインスキャンカメラを選択し
た。サンプルにミラーを用い、現状の信号検出

感度と光軸方向の空間分解能を測定した結果、

それぞれ 98 dB、4.8 µmであった（図 1（d））。
光軸方向の空間分解能に関しては、信号検出感

度が 10 dB 低下する距離が 400 µm 程度まで
減少してしまうが、刻線数 600本/mm程度 の
回折格子を用い、中心波長 750 nm広帯域光を
用いることで、サブ µm 程度まで向上できる

見込みである。また、NA1.0の液浸対物レンズ
（オリンパス製 UPLSAPO30XSIR）を今後使
用する予定であり、0.4 µm 程度の観察面内方
向の空間分解能が得られる（現在、波長分散補

償に必要な分散補償ガラスを検討中）。 
本研究で開発を目指している光干渉計測を

用いた細胞内の機械的特性の非接触高速計測

技術では、細胞内に導入した磁性体ナノ粒子を

OCMシステムで計測する。そして、磁性体ナ
ノ粒子に外部磁場を印加し（株式会社ステラ製

空芯ソレノイドコイルを利用）、細胞中におけ

るナノ粒子の変位量を干渉信号の位相変化か

ら計測し 6)、試料中の粘性や弾性情報を得る。

前述のように波長 800 nm 帯 OCM システム

による干渉信号計測には目処がたったため、現

在、干渉信号の位相変化計測システムの構築に

取り組んでいる。構築中の弾性情報抽出システ

ムで計測できる移動量を信号検出時のノイズ

を考慮したシミュレーションで確認した結果

を図 2に示す。開発したシステムは、原理的に
位相変化が π から−π までの間で正確に位相を

計測できるものである。図 2 に示すとおり、
OCMシステムで安定な干渉信号計測を行うこ
とが出来れば、磁場印加時の磁性体ナノ粒子の

移動量を 10 nm程度の精度で計測することが

 
図 1(a)波長 800 nm帯 OCMシステムの光学系、

(b)バンドパスフィルター後の光源スペクト

ル、（c）波長分解能 0.18 nmが際のゼロ遅延位

置からの距離と感度低下の関係、(d)構築した

OCMの空間分解能と信号検出感度 
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可能であることが確認できた。 
 

 
３．まとめ 

本研究のこれまでの研究過程において、波長

800 nm帯スペクトルドメイン方式 OCMおよ
び干渉信号の位相計測システムを開発し、磁性

体ナノ粒子の移動量の高精度かつ高感度計測

が実現できる見通しが得られた。また、OCM
をさらに改良することで、観察面内方向に 0.4 
µm、光軸方向に 0.9 µm 程度の空間分解能で
OCMによるラベルフリー細胞イメージングも
行える見通しである。現在、細胞中の磁性体ナ

ノ粒子の位置を計測するために、デジタルホロ

グラフィック顕微鏡の光学系の構築を進めて

いる。光源には半導体レーザーを用い、信号検

出には浜松ホトニクス社製の CMOS カメラ
（ORCA-Flash 4.0 V2）を使用する。磁場印加
に関しては、現在、使用が簡便な空冷空芯ソレ

ノイドコイルで実験、検討を進めているが、最

終的にはより長時間連続使用しても問題ない

水冷空芯ソレノイドコイルを開発し、使用する

予定である（現在、設計中）。これらに並行し

て、蛍光タンパク質を用いた蛍光イメージング

も同時に行える顕微鏡システムも準備中であ

り、機械的特性と細胞内分子の同時可視化を実

現できるイメージングシステムの開発を目指

している。 
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１． はじめに 

骨組織は、骨吸収と骨新生からなる骨改変

とよばれる過程により常に変化している動的

組織である1)、2)。まず骨吸収過程の主役であ

る破骨細胞が骨細胞からのシグナルにより活

性化され、骨組織の吸収を行う。吸収された

部位に骨芽細胞が移動し、新たな骨基質を形

成する。形成された骨基質の中に骨細胞が移

動し、骨芽細胞〜骨細胞及び骨細胞〜骨細胞

のネットワークを形成する。そして骨細胞は

骨芽細胞の増殖分化に対して抑制的シグナル

を、破骨細胞に対しては活性化シグナルを送

り、再び骨改変過程が開始される3)。この骨

改変の過程において、骨細胞は骨芽細胞から

後期骨芽細胞、前骨細胞等の段階を経て最終

的に分化した細胞であるとされているが、そ

の分化過程の分子機構の詳細は不明であり、

特に骨基質内への移動の機構に関しても、能

動的に移動するという説と受動的に骨基質内

に埋入されるという説などがあり、未解決な

領域である4)。新たな骨代謝薬の開発等のた

めにも、この分化過程を計測する方法の開発

は重要な課題である。本申請課題では、骨芽

細胞から骨細胞への分化の過程を可視化し、

その中間体の細胞を含めて解析することで、

分化の過程を計測する方法を開発することを

目指した。 

 

２． 内容 

以下の項目に関して研究を実施した。 

１）骨細胞特異的遺伝子標識 iPS細胞の樹立：骨
細胞特異的遺伝子として DMP遺伝子の 3’側
に蛍光を発する遺伝子を挿入し、DMP 遺伝
子が発現すると蛍光が発色する細胞の作製を

試みた。 
２）コラーゲンゲルを用いた分化段階計測技術の

開発：これまで用いていた骨様結節過程にお

ける観察に加えて、より生体における現象に

近似した方法として、I 型コラーゲンゲルを
用いた 3D培養系による観察を試みた。 

３）分化段階特異的遺伝子発現細胞の計測：上記

のコラーゲンゲルを用いた 3D 培養系におい
て、共焦点レーザー顕微鏡と免疫細胞染色に

より骨芽細胞あるいは骨細胞特異的遺伝子陽

性細胞の経時的分布を解析して、細胞移動と

分化段階の伸展の関係を解析した。 
４）単離細胞の解析：コラーゲンゲルを用いた分

化誘導後、表層及びゲル内の細胞を回収し、
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単細胞として、個々の細胞の遺伝子発現を網

羅的に解析し、その発現パターンから、分化

の推移に伴う遺伝子発現の変化を元にして、

遺伝子発現パターンに基づいた細分化を試み

た。 
 

３． 成果 

１）骨細胞特異的遺伝子標識 iPS細胞の樹立：標
準的 iPS 細胞である 414C2 細胞を用いて、
DMP 遺伝子の 3’側に蛍光遺伝子(tdTomato)
を挿入した細胞を樹立した。分化誘導により

内因性 DMP が陽性の細胞において、

tdTomato の蛍光を確認できたが、陰性細胞
においても軽度の蛍光が観察されたことから、

より特異的な発現が認められるクローンの単

離を試みている。 
２）コラーゲンゲルを用いた分化段階計測技術の

開発：I 型コラーゲンの薄層上に iPS 細胞を
播種し、同時に骨分化誘導を開始し、経時的

にゲル及び細胞を固定し細胞の形態及び分布

状態を解析した（図１）。その結果、培養 7日
目には表層から内部への細胞の移動が観察さ

れ、14日目には、立方状の細胞が層状構造を
形成して表層を被覆して、内部には多数の突

起を有する紡錘形細胞が、相互に連結してネ

ットワーク構造を形成していることが判明し

た（図２）。 

 

 

これらの形態及び分布は、骨組織形成時の骨

芽細胞から骨細胞への分化過程を近似した

ものであると考えられる。 
３）分化段階特異的遺伝子発現細胞の計測：上記

のコラーゲンゲルを用いた分化過程における

共焦点レーザー顕微鏡による画像を再構築す

ることで、三次元像を作製した。更に骨芽細

胞及び骨細胞特異的蛋白として、それぞれオ

ステオカルシン及び PHEXを選択して、免疫
細胞染色を行い、各陽性細胞の分布を解析し

た。その結果、ゲル表層の細胞がオステオカ

ルシン陽性細胞であり PHEX 陽性細胞は表
層近くから徐々に増え、深部の細胞は全て

PHEX陽性となっていることが判明した（図
３）。この結果は、細胞形態解析に結果に加え

て、この誘導系が骨芽細胞から骨細胞への分

化過程を再現していることを示すものである

と考えられる。 

 
４）単離細胞の解析：上記の結果に基づいて、更

にこの分化誘導系における遺伝子発現の変

遷を詳細に解析するために、単細胞遺伝子発

図 1 コラーゲンゲル上に播種した細胞の

分化過程。 

図 2 培養 14日目における細胞形態． 

図 3 免疫細胞染色による細胞分布の解析。 
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現解析を試みた。培養 10 日目の表層及びゲ
ル内の細胞を全て回収し、酵素処理等により

単細胞化を行った後、各細胞の遺伝子発現を

網羅的に解析し、その発現パターンによって、

クラスター分類を行った（図４）。その結果、

いくつかの明確なクラスターに分類される

ことが判明し、各クラスターの代表的遺伝子

より、これらが経時的に移行していくことが

示唆された。 

 
 
 
 
 
４． まとめ 

我々は当初、iPS細胞から骨様結節を形成さ
せて、その過程における骨細胞系譜の分化過程

を解析し、細胞が結節内部に移動する現象を観

察したことから、本研究を申請するに至った。

しかしその後、より生体における骨改変に近似

した実験系としてコラーゲンゲルを用いた培

養法を選択し、その結果、分化に伴った細胞の

移動を経時的に観察することに成功した。この

成果はヒトの正常骨芽細胞を用いた系として

は初めてのものである。また当初、予定してい

た分化段階特異的遺伝子のレポーター細胞の

作製の進捗が遅れているために、代替の解析法

として分化段階特異的蛋白を標的とした免疫

細胞染色によって、細胞の移動と分化の関係を

実証することに成功し、分布を解析することが

できた。更にこの分化誘導系は単細胞遺伝子発

現解析にも応用できることが判明し、今後の骨

分化過程の解析に大きく貢献できる成果であ

ると考える。 
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分子座布団を組込んだ微小開口観察法による生体相互作用解析法の開発 
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RNA機能研究分野 
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１． はじめに 

生体分子間の相互作用は生命現象の基本で

あり、高精度・高感度に測定できれば、理学的

な分子機構解明にとどまらず、医療機器への応

用も期待される。高精度・高感度な相互作用解

析では、固相化した対象分子の解析が有用であ

るが、従来は主に、生化学的な解析に留まって

おり、例えば、顕微鏡下における詳細な解析は

未だ発展の余地がある。これは、生化学におけ

る磁気ビーズのように、対象分子の精製と解析

が一体化した技術が十分に発展していない事

が要因の一つである。 
研究責任者は、長年、蛍光 1分子観察に取り
組んできた。近年は、ナノメートル精度で分子

を配置可能な、DNAナノ構造にも取り組んで
いる。蛍光 1分子観察は、1個の分子を検出で
きるため、究極の感度を有する。基礎研究では、

多くの分野で利用されているが、医療機器等へ

の応用も期待される。高感度で蛍光 1分子観察
をする為には、顕微鏡で観察しやすいように、

ガラス等の固相上に固定すると有用であるが、

従来は、精製した蛋白質を固定する場合が多か

った。固相上に抗体を結合させ、細胞抽出液を

観察チャンバーに添加する事で、目的の蛋白質

を観察する事も行われているが、主に蛋白質に

限定されており、より大きな複合体等や、オル

ガネラのような細胞内小器官には適用が限ら

れていた。この一因は、抗体等を固相上に結合

させる際、従来は、分子配置を制御せずに、ラ

ンダムに固相結合させていたので、観察する場

所により、ムラが生じてしまい、(例えば)、複
数抗体を用いて標的分子を補足する事が難し

かったからである。一方で、近年、DNAや RNA
といった高分子の自己集合能を用いて、ナノメ

ートルサイズの構造を構築する技術が発展し

てきている(例えば、DNAオリガミ技術)。この
方法では、ナノメートル精度で分子を配置でき

るので、より精密な標的対象の捕捉が可能と考

えられる。本研究では、1分子観察と、DNAナ
ノ技術の 2つを合わせることで、新たな観察技
術の確立を目指した。 

 
２． 内容 

本研究課題では、基盤技術の確立を主に目指

した。1 分子観察では、微小開口観察法(Zero-
mode waveguides, ZMWs)と呼ばれる、半導体
の微細加工技術を駆使して作製された微小な

開口(~100 nm)を利用する観察用チップの大
量作成法の確立を目指した。既に、次世代シー

クエンサー等、商用ベースでは用いられている
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が、より柔軟に設計の変更等を実現する為、自

作を行った。DNAナノ構造では、蛋白質を集
積化させる際の基本的な性質の理解に努めた。

DNA ナノ構造は負電荷を帯びた DNA の塊で
あるので、通常の固相表面とは違う性質を持つ

事が示唆されており、捕捉技術の確立には、そ

の理解と応用が肝要である。 
 

３． 成果 

微小開口チップの作成では、電子ビーム描

画装置(EB)を用いて、製作後の表面処理も含
めて、安定的に作成できるようになった(図 1)。
最近では、DNAナノ構造上にシリカを生やす
方法も報告されているので、トップダウン技

術で作成した微小開口チップとボトムアップ

技術で作成する DNA ナノ構造を組み合わせ
ることで、特徴的な観察チップが構築可能に

なると期待される。 

DNAナノ構造への蛋白質集積では、共有結
合性のリガンド-リガンド結合蛋白質間の結
合を利用して、集積化速度や、分子配置後の

蛋白質密度の影響を評価した。具体的には、

SNAPリガンド(ベンジルグアニン誘導体)と、
O6-alkylguanine-DNA alkyltransferase 
(hAGT)を改変した SNAPf蛋白質(NEB社)を
用いた。SNAPf蛋白質に微小管上を動くキネ

シンモーター蛋白質(2 量体蛋白質)を融合さ

せ、Rod 形状の DNA ナノ構造への結合速度
をゲルや蛍光 1 分子観察で評価した。その結
果、SNAPf蛋白質に正電荷のリシン配列を付

加すると、DNAナノ構造への結合が有意に上
昇し、単量体当たり 10個のリシンを付加する
と、2量体では、結合速度が 700倍(リシンタ
グ無しの 2量体との比較 kon=4×106 M-1 s-1)、
単量体でも 300 倍(リシンタグ無しの単量体
との比較。kon=6×105 M-1 s-1)の向上が見られ
た。また、結合速度、分子配置と集積化度の相

関も評価が可能となった。本結果は、捕捉対

象の等電点や、電荷の偏りといった性質を利

用して、異方的な捕捉や集積が可能な事を意

味しており、特定の対象のみを細胞抽出液等

から捕捉する際に有効であると期待される。 
 

４．まとめ 

本研究の成果を組み合わせる事で、様々な

生体試料を捕捉する新たな技術の開発が期待

される。また、DNAナノ構造にセンサーや構
造変化要素を付加する事で(参考文献)、演算機
能付の捕捉装置が可能となり、従来にない、

高精度かつ高感度な検出技術が期待される。 
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図 1 微小開口チップの断面像(FIB-SEM像)。
石英ガラス上に、微小開口(直径 100nm)を残
した状態でアルミニウム(Al)薄膜(100nm)を
蒸着させる。石英ガラス近傍のみ(数十 nm程
度)が励起され、励起範囲にいる色素のみが
励起される為、色素標識した観察対象を高濃
度条件(M程度)で観察可能である。 

 

206



 

新規蛍光スイッチングプローブによるライブセル超解像イメージング法の開発 
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１． はじめに 

神経細胞のシナプスや分泌や免疫の機能の

制御において種々の機能分子のナノスケール

の空間配置の重要性を示唆する報告が相次い

でおり、分子の微細配置に着目した研究パラダ

イムが勃興しつつある。2014 年のノーベル化
学賞の受賞対象となった超解像顕微鏡技術は、

従来の光学顕微鏡の光の回折限界による空間

解像度（200nm）の障壁を超えるスペックを有
しており、細胞内の分子の複合体の配置の解析

への貢献が期待されている。中でも単一分子局

在化法を計測原理とする STORM 法は 10nm 
程度と既存の超解像顕微鏡法の中では群を抜

いた高い空間分解能でのイメージングが可能

であり、生きた細胞における機能分子の微細な

ダイナミクスの解析への応用が期待されてい

る 1)。単一分子局在化法は観察対象の分子に対

する抗体に蛍光色素を標識し、抗体に標識され

ている色素を確率的かつまばらに明滅させ、

各々の輝点の中心位置を点描画のようにマッ

ピングしていく作業を数万枚の画像に対して

行うことで 10nm 程度の空間分解能での超解

像イメージの取得が可能になる。現状では蛍光

明滅の制御は細胞内の酸化還元状態を調節す

ることで実現しているが、その際に用いる還元

剤の細胞毒性が高いため生細胞での STORM 
法は実現していない。したがって、生細胞での 

STORM 法の実現には 酸化還元状態の制御
によらない蛍光明滅制御法の開発が必要であ

る。これまでに多くの蛍光色素は蛍光消光能を

有する化合物と共有結合させることで蛍光を 
OFF の状態にすることが可能であることが報
告されている。消光団による蛍光の ON/OFF 
制御を STORM 法で必要な蛍光明滅現象の制

御に取り入れることができれば還元剤を排除

した蛍光明滅制御が期待できる。 
本研究では生細胞で細胞内の分子複合体の

時空間動態の可視化解析を可能にするために、

生体非侵襲的な超解像イメージング技術の開

発を目的とする。 
   
２． 内容 

細胞内で発現可能な抗消光団抗体の開発 
De-QODE システムは蛍光消光団と蛍光色

素を共有結合させた化合物(QODE プローブ)
と抗消光団抗体（De-QODE タグ）から構成さ
れる。De-QODE プローブは通常は蛍光が 
OFF の状態であるが、De-QODE タグが 
QODE プローブに結合した際に消光能が失 
われ、蛍光が ON の状態になることが期待で
きる（図１）。蛍光明滅のカイネティクスは 
QODE プローブと De-QODE タグとの結合
解離のカイネティクスによって決定される。

De-QODE システム開発にあたっては、蛍光
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の消光を解除する消光団に対するモノクロー

ナル抗体の開発が必要である。ここで開発する

モノクローナル抗体は一本鎖抗体化すること

で、細胞内で安定的な発現を可能にする。 
 

 
図１ De-QODE tag技術の概略図 

 
蛍光明滅速度の高速化  

De-QODE システムでは蛍光の明滅は De-
QODEタグとQODEプローブ間の結合と解離
の速度によって決定される。生細胞で超解像イ

メージングを行うには、観察対象分子の細胞内

での配置を点描画で表現するのに十分な数の

蛍光輝点の情報が必要である。生きた細胞内の

分子複合体の時空間動態を秒オーダーの時間

分解能で可視化するためには 1 枚の超解像イ
メージを点描画で作成するのに十分な数の蛍

光輝点情報を数秒間で数千枚の蛍光画像を取

得することが必要である。そのためには、色素

が蛍光性となっている時間が数ミリ秒～10 ミ
リ秒程度と短くなるように De-QODE タグと
QODE プローブ間の結合・解離プロセスの高
速化に取り組んだ。 

 
De-QODE システムによる実証的ライブセル
超解像イメージング 
培養細胞で細胞内小器官の微細構造の観察

を通じて De-QODE システムのライブセル超
解像イメージングにおける有用性を実証する。

得られた蛍光明滅画像のシグナル／ノイズ比

や再構成された超解像イメージの空間分解能

を評価する。 
 

３． 成果 

細胞内で発現可能な抗消光団抗体の開発 
マウスを用いて定法に従って作製した消光

団に対するモノクローナル抗体をベースにし

て、定法に従い消光団に対する一本鎖抗体

（scFv）を 4クローン取得した。取得した scFv
を哺乳類細胞の発現ベクターに組み込み、

Hela 細胞に遺伝子導入し、細胞内での安定性
を評価した。遺伝子導入した Hela 細胞に
QODE プローブを負荷し、細胞質の蛍光シグ
ナルを評価した結果、細胞内で安定的に発現で

きる scFvが 1クローン得られた。また、５種
類の QODEプローブを合成し、De-QODEタ
グとの結合前後の蛍光の消光効率、抗消光団抗

体との結合に伴う蛍光の活性化効率を調べ、

De-QODEタグとの結合により、蛍光ON/OFF
のスイッチングができることを確認した。 

 
蛍光明滅速度の高速化  

De-QODE タグと QODE プローブ間の結
合・解離プロセスの高速化ができる結合解離が

速い QODE プローブと De-QODE タグの組
み合わせを用意した。これまでのジニトロフェ

ノールとオレゴングリーン誘導体からなる

QODE プローブと消光団であるジニトロフェ
ノールに対する一本鎖抗体を De-QODE タグ
として用いた予備実験を行っている。ここでは

De-QODE タグへの変異導入によって約 100 
倍の解離速度の向上が達成されており、本研究

でもこの方法を導入して De-QODE タグと
QODE プローブ間の解離カイネティクスを調
節した。精製リコンビナント抗消光団に対する

一本鎖抗体と QODEプローブとの結合・解離
反応をストップトフロー法により解析し、高速

での超解像イメージングが可能な解離時定数

となる QODEプローブと抗消光団に対する一
本鎖抗体の組み合わせを選別した。さらに消光

団の誘導体化や De-QODE タグの相補性決定
領域内へのアミノ酸変異導入を行った。以上の
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De-QODE タグ、QODE プローブの改良によ
り、解離速度を 100 倍高速化することに成功
した。 

 
De-QODE システムによる実証的ライブセル
超解像イメージング 

De-QODE システムを用いたテストとして、
生きた COS7 細胞内の小胞体を対象とした超
解像イメージングを行った。小胞体に De-
QODEタグを発現させたCOS7細胞にQODE
プローブを負荷することによって、高精細な蛍

光明滅を惹起し、1分子蛍光イメージングによ
って、高精細な輝点画像を取得した。3万枚の
蛍光輝点像を基にして、超解像イメージを再構

成し、20 秒の時間分解能で小胞体の動きを可
視化できることを示した。 

 
４．まとめ 

De-QODE システムを用いた超解像顕微鏡
法は、De-QODEタグを付加して細胞内に発現
させた多様な分子について適用が可能であり、

多様な生命科学分野でのナノメートルスケー

ルの微細な構造と細胞機能との関係の解明に

貢献することが期待できる。 
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注２ 所属等は助成研究実施時または執筆された当時のものです。 
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１． はじめに 

日本では、およそ 20万人が難治性てんかん、
すなわち薬剤で完治できないてんかんを抱え

ている。てんかん発作中には、異常興奮脳波が

大脳皮質全体へ伝播することにより、意識消失

や運動障害が引き起こされる。現在、異常脳波

の発生や伝播を抑制する緩和療法として、迷走

神経刺激 (vagus nerve stimulation; VNS) が
適用されている。具体的には、体内に埋植した

刺激装置で頚部の迷走神経を電気刺激して、発

作を急性的、慢性的に抑制する。VNS の詳細
な作用機序は明らかになっていないが、特定の

神経伝達物質を分泌することで、大脳皮質の神

経活動を調整すると考えられている 1)。また、

VNS の副次効果として、患者の認知機能が向
上するとの報告もあるが、これも大脳皮質にお

ける神経伝達物質のバランスの変化によって

もたらされている可能性が高いとされている

2)、 3)。 
我々は、VNS が大脳皮質における特定の神
経伝達物質の分泌を介して、皮質領野内の応答

特性や神経ネットワーク特性を変化させるこ

とで、てんかん抑制や認知機能向上をもたらす

と考えた。大脳皮質の感覚野は 6層構造を有し
ており、領野内各層の神経細胞は、フィードフ

ォワード、フィードバックな情報伝達において

特定の役割を担う。例えば聴皮質内は低次のコ

ア領域と高次のベルト領域に分かれており、

2/3および 4層は低次領域から高次領域へのフ
ィードフォワード投射、5/6層は高次領域から
低次領域へのフィードバック投射をそれぞれ

担う 4)。難治性てんかんの一種である側頭葉て

んかんの発作は、フィードバック経路に従って

伝播していくことが知られている。また、知覚

情報処理においては、フィードフォワード伝達

とフィードバック伝達のバランスが重要であ

ることも神経学的に指摘されている。こうした

ことから、VNS による大脳皮質各層の神経活
動の変化を精査すれば、VNS が大脳皮質に及
ぼす影響、特にフィードフォワード、フィード

バック伝達へ与える影響を明らかにできると

考えた。 
本研究では、VNS の大脳皮質に対する作用
機序を解明するため、VNS が聴皮質各層の応
答特性と情報表現に及ぼす影響を調べた。具体

的には、健常ラットの聴皮質を対象として、第

一に、VNS が神経細胞の受容野の閾値と幅に
及ぼす影響を調べた。第二に、VNS が定常的
な神経活動パターンにおける情報表現に及ぼ

す影響を調べた。 
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２． 内容 

オスのウィスター系ラット (10 週齢、250–
350 g) に、迷走神経刺激装置 (VNS Therapy 
system model 103, Cyberonics, Houston, TX, 
USA) をイソフルラン麻酔下で埋植した 5)。具

体的には、刺激用のらせん電極をラットの左迷

走神経に留置し、パルス発生装置を背側の皮下

に埋植した。なお、動物実験はすべて「東京大

学動物実験マニュアル」に即して行った。 
装置の埋植から 4日以上経過したのち、聴皮

質各層の神経活動を多点同時計測した。ラット

をイソフルランで吸入麻酔し、頭部固定装置に

固定した。左頭頂の硬膜上に基準電極を、右腋

皮膚にアース電極を設置した。右側頭部の皮膚、

側頭筋、右側頭骨と硬膜の一部を除去して聴皮

質を露出した。また、音入力を左耳のみに限定

するために、ラットの右耳の鼓膜を破った。 
本研究では、ラット聴皮質の第 2/3、4 また
は 5/6層の定常的な神経活動を、それぞれ 7匹
ずつのラットから計測した。具体的には、露出

した聴皮質に、400 μm間隔で 96点の計測点
を有する剣山型の微小電極アレイ (Blackrock 
Microsystems, ICS-96) を、350、700または
1000 μm刺入し、それぞれ第 2/3、4または 5/6
層から活動電位 (multi-unit activity; MUA) 
および局所電場電位  (local field potential; 
LFP) を多点同時計測した。 
第一に、受容野を計測するために、純音のト

ーンバースト音を提示した。トーンバースト音

の持続時間は 30 ms (立ち上がり、立ち下がり
はそれぞれ 5 ms)、音の周波数は 1.6–64 kHz
の範囲で 18種類、音圧は 20–80 dB SPLの範
囲で 7種類とし、各周波数と音圧の組み合わせ
をランダムに 20 回ずつ、600 ms の間隔で提
示してMUAを計測した。第二に、定常的な神
経活動を計測するために、5つの周波数の純音 
(8，10，13，16，32 kHz，60 dB SPL) を 29
秒間ずつ提示した。それぞれの純音の前には、

音を提示していない時間 (無音区間) を 29 秒

ずつ設けて 1試行とし、それぞれのラットで 7
試行ずつ、LFPを計測した (“VNS OFF”条
件)。 
その後、ラットに VNSを施しながら、同様

の音刺激に対する神経活動を再計測した 
(“VNS ON”条件)。先行研究に基づいて、VNS
の波形は、パルス幅が 130 μs、電流値 0.5 mA
の 2相性の電流パルスとした 5)。この電流パル

スを、5 分毎に 10 Hz の頻度で 300 回、すな
わち 30 秒間提示して、迷走神経を刺激した。
VNS 中の音刺激は、5 分間の休止時間中に提
示した。 
計測後、第一に、純音のトーンバースト音に

対する MUA から、各計測点の受容野を得た。
周波数と音圧との組み合わせごとに、音刺激提

示後 5–55 msにおける平均 MUA数から、音
刺激提示後 1–4 msの平均MUA数を引いた値
を正規化して、それぞれの刺激に対する正規化

発火頻度とした。先行研究に従って正規化発火

頻度を二値化したのちに周波数-音圧平面上に
並べて、各計測点における受容野とした 6)。受

容野に含まれる最も低い音圧を閾値音圧とし

て、閾値音圧より 20 dB 高い音圧における受
容野の幅 (BW20) としてそれぞれ定量化し、
VNS 前後で閾値音圧と受容野の幅を比較した。 
第二に、定常的な神経活動の情報表現の変化

を調べるため、High–γ帯域 (60–80 Hz) にお
ける強度 (band-specific power) あるいは位
相同期 (phase locking value; PLV) パターン
から刺激音をデコーディングした際の識別精

度 7)を VNS前後で比較した。計測した LFPか
らバースト活動を除外したのち、音刺激提示開

始の 1000 ms後から、非バースト活動が連続
した時間窓を 1000 ms ずつ切り出した 7)。次

に、LFP全体にバンドパスフィルタを施して、
High–γ帯域の成分を抽出したのち、各時間窓
において、帯域強度と PLV を算出した。具体
的には、各計測点、各時間窓において、フィル

タ後の LFPの振幅の根二乗平均値を求めて、 

213



LFP の帯域強度とした。また、フィルタ後の
LFP にヒルベルト変換をかけ、各時刻におけ
る瞬時位相を求めてから、下記の式  (1) で
PLV を算出した。 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑉𝑉(𝑗𝑗,𝑘𝑘) =
1
|𝑇𝑇| × |∑ 𝑒𝑒𝑖𝑖{𝜃𝜃𝑗𝑗(𝑡𝑡)−𝜃𝜃𝑘𝑘(𝑡𝑡)}𝑡𝑡=𝑇𝑇 | ・・・(1) 

ここで、j、kは PLVを算出した計測点の番
号、θj(t) は電極 jの時刻 tにおける瞬時位相、
Tは時間窓に含まれる時刻、iは虚数単位を表
す。 
各時間窓における帯域強度または PLV を入
力データとして、識別器に 5つの音刺激の周波
数を識別させ、識別精度を VNS前後で比較し
た。識別器としてスパースロジスティック回帰 
(sparse logistic regression; SLR8)) を採用し、
Multinomial SLR を実装した解析ツールとし
て、フリープログラムの SLR toolbox 
ver1.2.1alphaを用いた。具体的にはまず、各
特徴量を 60サンプルずつ用いて、SLRに 5つ
の音刺激の周波数を学習させた。次に、新規の

10 サンプルずつを入力して SLR に音刺激の
周波数を識別させ、新規データを正しく識別で

きた割合を SLRの識別精度とした。学習と識
別は、ラット、VNS前後ごとに独立して行い、
7 回の交差検定で得られた識別精度の中央値
を、各ラット、VNS前後での識別精度とした。
最後に、VNS による情報表現の変化を調べる
ために、VNS 後の識別精度から VNS 前の識
別精度を減算して識別精度の変化量を求めた。 

 
３． 成果 

第一に、各層の受容野が VNSでどのように
変化するかを調べた。図 1 (a)、(b) に VNS前 
(“VNS OFF”) と VNS後 (“VNS ON”) の
コア領域における受容野の例をそれぞれ示す。

2/3 層および 4 層の代表例では、VNS 後に受
容野の幅が広がっているが、閾値は変化しなか

った。一方、5/6層の代表例では、閾値が下が

った一方で、受容野の幅は変化しなかった。実

際に、2/3層および 4層では、コア、ベルトの
両領域で、受容野の幅が VNSによって広がっ
た (図 2 (d)、ウィルコクソンの順位和検定、p 
< 0.05)。一方、聴皮質の 5/6層では、コア領域
では閾値音圧が下がり、ベルト領域では閾値音

圧が上がった (図 2 (c)、ウィルコクソンの順位
和検定、p < 0.05)。 
第二に、定常的な神経活動の情報表現が

VNS でどのように変化するかを調べるため、
High–γ帯域の帯域強度または PLV パターン 
(図 2(a)、 (b)) から刺激音の周波数を識別した
際の識別精度を VNS前後で比較した。その結
果、5/6層の PLVを用いた識別精度が VNS後
に有意に低下した(図 2 (c)、Wilcoxonの符号順
位検定、p<0.05)。 

VNS により、聴皮質 2/3、4 層では、コア、
ベルト両領域で受容野が周波数方向に広がっ

た。一方、聴皮質 5/6層のコア領域は受容野が
音圧方向に広がったが、ベルト領域では受容野

が音圧方向に狭まった。また、VNS により、
定常的な神経活動を用いた識別精度は 5/6 層
で低下した。これらの結果は、VNS が神経伝
達物質の放出を通して、聴皮質の受容野と情報

表現を層ごとに調整した可能性を示す。 
VNS は主に青斑核や孤束核に作用し、ノル
アドレナリンやセロトニンの放出を促すとさ

れている 9)、 10)。ノルアドレナリン、セロトニ

ンはそれぞれ、感覚皮質の神経活動の SN比を
向上、あるいは低下させる 11)。また、皮質にお

けるこれらの神経伝達物質の受容体は層依存

な分布を示すことが知られており、ノルアドレ

ナリンは浅層に集中している。一方、セロトニ

ン受容体は、高次感覚皮質ほど深層で多くみら

れる 12)。すなわち、皮質浅層はノルアドレナリ

ンの影響を強く受けて神経活動の SN 比が向
上し、深層はセロトニンにより SN比が低下し
たと考える。 
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図 1 迷走神経刺激前後の聴皮質コア、ベルト領域の受容野 

(a, b)聴皮質コア領域で (a) VNS前および (b) VNS後に得られた (i) 2/3層、(ii) 4層および 

(iii) 5/6層における受容野の代表データ。受容野に含まれる最も低い音圧を受容野の閾値と定義し

た。また、閾値より 20 dB高い音圧における受容野の幅 (BW20) として定量化した。(c) 閾値が定義

された全ての神経細胞を 100%とした際の、各閾値が占める割合。(d) VNS前後での、受容野の幅。VNS

前後での有意な差を * で表す (Wilcoxonの符号和検定、p < 0.05)。 

 
本研究で算出した受容野は、音刺激に対する

神経活動と自発活動との SN 比に影響を受け
る。このため、神経伝達物質による SN比の向
上や低下が、受容野の広がりや狭まりを引き起

こしたと考えられる。また、定常的な神経活動

は、持続的な音刺激に対する聴神経の微弱な神

経活動を反映している 7)。神経細胞の SN比が
変化すれば、こうした微弱な神経活動は容易に

影響を受け、音情報の表現を向上あるいは低下

させ得ることから、5/6層における識別精度の
低下も、VNS による神経細胞の SN 比の変化
が影響していると考える。 

VNS により、2/3 層および 4 層は神経細胞

の受容野の反応性が向上した一方で、5/6層は
ベルト領域の受容野の反応性が低下し、定常的

な神経活動の情報表現も弱まった。これらの結

果は、VNS により大脳皮質のフィードフォワ
ード経路が活性化された一方で、フィードバッ

ク経路が抑制されたことを示唆する。フィード

フォワード経路は、音の情報処理に重要な役割

を担うことから、VNS による認知機能の向上
に寄与する可能性が高い。一方、VNS による
てんかん発作の抑制は、主にフィードバック経

路に対する不活性化が寄与していると考えら

れる。 
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図 2 迷走神経刺激前後の聴皮質の定常的な神経

活動からの音情報の識別精度 

(a, b) (i) VNS前および (ii) VNS後の、音刺

激に対する 2/3 層の定常的な神経活動の(a) 

High-γ帯域強度および (b) 動態行の位相同期

度 (PLV) の空間パターンの代表例。(c) VNSに

よる識別精度の変化。VNS前後での有意な差を * 

で表す (Wilcoxonの符号順位検定、p < 0.05)。 

 

４．まとめ 

本研究では、VNS の大脳皮質に対する作用
機序を解明するため、VNS が聴皮質各層の神
経細胞の受容野の閾値と幅、および定常的な神

経活動の情報表現に及ぼす影響を調べた。その

結果、2/3層および 4層は神経細胞の受容野の
反応性が向上した一方で、5/6層はベルト領域
の受容野の反応性が低下し、定常的な神経活動

の情報表現も弱まった。これらの結果は、VNS
が神経伝達物質の放出を通して、フィードフォ

ワード、フィードバック経路を調整する可能性

を示す。今後、VNS 中の課題成績の変化や、
てんかんモデル動物の神経活動の精査を通し

た、VNS の作用機序の詳細の解明が期待され
る。 
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１． はじめに 

核磁気共鳴を用いた分光法（Nuclear 
Magnetic Resonance; NMR）やイメージング
法（Magnetic Resonance Imaging ; MRI）は
現代の科学や医療において欠かせないツール

である。しかし、NMR や MRI の感度が非常
に低いことが問題となっている。これは、ゼー

マン分裂した各エネルギー準位を占める核ス

ピン数の差である偏極率が室温の熱平衡状態

において非常に低いことに起因する。 
この核スピンの偏極率を向上させるため、よ

り大きな偏極率を有する電子スピンから核ス

ピンへと偏極を移行する動的核偏極法

（Dynamic Nuclear Polarization ; DNP）が開
発された。DNP は 1953 年に Overhauser に
より金属の伝導電子スピンを用いた核スピン

の偏極率向上において提唱され 1)、近年では

DNP によって高核偏極化させた分子プローブ
を用いた前立腺がんのMRI診断へと応用され
ている 2)、3)。 
このように DNPは、それまで達成し得なか

った核の高偏極化を実現する革新的な技術で

ある。しかしながら、偏極源として熱平衡状態

にある電子スピンを用いるため、高い偏極率を

達成するためには約 1 K という極低温にサン

プルを冷却することが必要であり、装置の複雑

化やコストの肥大化を避けられないという問

題を抱えていた。 
この問題を解決する新たなDNP法として近
年注目を集めているのが、光励起三重項状態の

電子スピンの偏極を利用する triplet-DNP 法
である。1990年にWenckebachらは、室温に
おける triplet-DNP により密な分子性結晶の
高核偏極化に初めて成功した 4)。そこではペン

タセンが偏極源として用いられ、パルス光照射

により偏極したペンタセンの励起三重項を生

成し、その後マイクロ波照射と磁場掃引を行う

ことで integrated solid effectにより励起三重
項の電子スピン偏極を核スピン偏極へと移行

する（図 1）。この一連のプロセスを反復する
ことより、偏極を系中へと蓄積することが可能

である。 

図 1 Triplet-DNPのメカニズム 
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近年では偏極源と結晶の構造を最適化する

ことにより、室温において 30%を超える高い
偏極率が達成されている 5)。しかし、従来の

triplet-DNP では偏極対象が主に密な分子性
結晶に限られ、実際に観測したい生体分子は分

子性結晶に導入できないため、triplet-DNPに
より偏極出来ないという課題があった。多様な

生体分子を triplet-DNP を用いて室温で高核
偏極化できれば、MRI や NMR の感度を低コ
ストで大幅に向上させる革新的な方法論にな

り得る。 

 

２． 内容、成果 

そこで我々は、硬い結晶構造とナノ細孔を有

す る 金 属 錯 体 骨 格  (Metal-Organic 
Framework; MOF)をホスト材料として利用す
ることで、偏極の緩和を抑制し、かつ様々な分

子をプローブとして利用可能な新たな高偏極

化システムの構築を目指した（図 2）。 
 

図 2 MOFを用いた triplet-DNPシステム 

 

MOFとしては反磁性金属の Znイオンと 2-
methylimidazole (MeIM) から構成され、高い
安定性・耐水性を有する ZIF-8 を用いた（図
3）。偏極源として従来研究で用いられてきたペ
ンタセンを誘導化し、カルボン酸修飾を施した

新規なペンタセン誘導体 PDBA を開発した
（図 3）。カルボン酸と亜鉛イオンの配位結合
の形成により PDBAを ZIF-8中に凝集させる
ことなく導入することが可能となった。 

 

図 3 ZIF-8と PDBAの構造 

 
核偏極を系中に蓄積するためにメチル基を

重水素化した配位子を用いて D-ZIF-8 を合成
し、その骨格中に PDBA を同様に導入した。
PDBAと D-ZIF-8の複合体に triplet-DNP の
プロセスを行ったところ、室温での NMR測定
において58倍もの感度増強を確認した（図4）。
また、220 Kまでサンプルを冷却して緩和時間
をさらに伸ばしたところ、triplet-DNPによる
偏極向上は 102倍にまで向上した。 

 
 

図 4 Triplet-DNPによる MOFの 1H NMRスペク

トル強度の向上 

 

上述の研究を進める中で、ペンタセン誘導体

が光や酸素に対して非常に不安定であり、実用

化に向けて大きな課題となりうることが分か

った。そこで空気中で安定な偏極源として電子
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吸引性の窒素原子を骨格構造中に導入したジ

アザテトラセン（DAT）を開発し、更にカルボ
ン酸を 4 か所に修飾した新規偏極源 DAT-
4COOHを開発した（図 5）。これまでの triplet-
DNP の研究では主に疎水性のペンタセンが偏
極源として用いられてきたため、この DAT-
4COOH は水溶性偏極源としての初めての例

である。この DAT-4COOHを用い、結晶性の
氷の核偏極に初めて成功したので以下に詳述

する。水分子の 1H核を偏極化することは、水
とのプロトン交換を通じてタンパク質やペプ

チドなどの生体分子を高核偏極化することに

繋がるため、重要なターゲットである。 
 
 

図 5 DAT-4COOH と MEEA とのイオン対形成によ

る氷への分子分散、DAT-4COONaの氷中における

凝集 

 

DATは既報に基づき合成し、その DATを出
発物質として DAT-4COOHを３ステップで合
成した（図 6）。得られた DAT-4COOHの構造
は 1H NMRにより同定し、元素分析より高い
純度で得られたことを確認した。 

 

 

 

 

図 6  DAT-4COOHの合成経路 

 

 DAT-4COOHをNaOHで中和することで
生成する DAT-4COONaを水中に分散し、77K
へと冷却したところ、分子分散状態にある

DMSO 中の DAT-4COOH と比較してサンプ
ルの色及び発光挙動が異なることから、氷中に

おいて DAT-4COONa が凝集していることが
示唆された（図 7）。一方、DAT-4COOHにか
さ高く親水性の高いMEEAを加えて中和反応
によりイオン対を形成したところ、77 Kの氷
中においても分子分散状態と同様のサンプル

色、発光挙動であることが確認された（図 7）。 
 

 

図 7 77 K に冷却した各サンプルの白色光下

および紫外光下での写真 

 

この現象を確認するため、140 Kにおいて各
サンプルの蛍光スペクトル測定を行った。氷中

のDAT-4COONaはDMSO中のDAT-4COOH
と比較して蛍光スペクトルが長波長シフトし、

氷中において DAT-4COONa が凝集している
ことが示唆された。一方、氷中のイオン対DAT-
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4COOH/MEEA は DMSO 中の DAT-4COOH
よりもわずかに短波長シフトした位置に蛍光

ピークを示し、氷中において分子分散状態にあ

ることが確認された。以上の結果より、偏極源

の基本骨格 DATにカルボン酸を修飾し、更に
かさ高く親水性のMEEAとのイオン対を形成
することにより、氷中に偏極源を分子分散する

ことが可能であることが分かった。 

図 8 氷中における DAT-4COOH/MEEA（赤色）、

DMSO中における DAT-4COOH（緑色）、氷中にお

ける DAT-4COONa（青色）の 140 Kでの蛍光ス

ペクトル 

 

この分子分散した偏極源の光励起三重項状

態での電子スピンが偏極した状態にあること

を確認するため、氷中の DAT-4COOH/MEEA
を用いて 532 nm のパルスレーザー照射後に

時間分解 ESR測定を行った（図 9）。偏極した
励起三重項に特徴的なスペクトルが得られ、そ

のゼロ磁場分裂パラメーター（|D| = 1484 
MHz、 |E| = 133 MHz）およびゼロ磁場偏極
比率（Px : Py : Pz = 0.56 : 0.21 : 0.23）はパラ
ターフェニル結晶中の DAT と同程度であり、
氷中においても偏極状態が保たれていること

が分かった。また、ESR シグナルが減衰する
寿命は 37 µsであり、電子スピンから核スピン
への偏極移行を行うのに十分な寿命があるこ

とを確認した。1 mMの DAT-4COOH に対し
てMEEAの濃度を 4、6、8、20、40 mMと変

化させたものの ESRシグナルの強度は大きく
変化しなかったことから、4 当量の MEEA で
十分に DAT-4COOHを氷中に分散可能である
ことが分かった。 

 

図 9 140 K の氷中における DAT-4COOH/MEEA 

の (a) 光励起直後の ESRスペクトル、(b) 354 

mTにおける ESRピーク強度の時間変化 

 
氷中に偏極源を分子分散するための設計指

針をより明確にするため、対照実験として 1 
分子当たりのカルボン酸の数を 4 個から 2 個
へと減らした DAT-2COOHを新規に合成した
（図 10）。DAT-2COOHの同定は 1H NMRと
元素分析によって行った。水中において DAT-
2COOHに 2当量のMEEAを加えてイオン対
とし、140 Kにおいて蛍光スペクトル及びESR
スペクトルの測定を行ったところ、蛍光スペク

トルのピーク位置が DAT-4COOH/MEEA の
596 nm よりも大幅に長波長シフトした 642 
nm に観測され、また ESR シグナルは検出さ
れなかった。以上の結果より、DAT骨格に対 

図 10  DAT-2COOHの合成経路 
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して 2 個のカルボン酸の修飾では不十分であ
り、4個のカルボン酸を修飾することで十分な
水との親和性が得られることが分かった。 

 

氷中に分散した DAT-4COOH/MEEA に対
して光照射後にマイクロ波照射と磁場掃引す

る triplet-DNP プロセスを繰り返し行ったと
ころ、NMRシグナルの増大が確認された（図
11）。このシグナル強度のビルドアップ曲線を
A[1−exp(−t/TB)]という関数でフィッティング
してビルドアップの時定数 TBを求めたところ

11.6分となった。これは結晶性の氷の 1Hの長
いスピン―格子緩和時間 T1 を反映したもので

ある。すなわち、氷中に分子分散した偏極源を

用いることにより、氷の 1Hを triplet-DNPに
より高核偏極化することに初めて成功した。 

図 11  140 K において DAT-4COOH/MEEA を分散

したの氷の 1H NMR シグナルの triplet-DNP によ

る増強 

 

３．まとめ 

 Triplet-DNPは室温で MRIや NMRの超高

感度化を達成しうる優れたメカニズムである

が、その偏極対象は密な分子性結晶に限られて

きた。本研究においてナノ多孔性材料である

MOFの triplet-DNPに初めて成功し、多様な生

体分子の核偏極化に向けた新たな道を拓いた。

今後はナノ細孔中に生体分子を包摂し、MOF

骨格からゲストである生体分子へと核偏極を

移行し、MRIや NMRの高感度に繋げていくこ

とが期待される。また、従来の triplet-DNP の

研究は結晶性固体に限定されていたことから、

水溶性の偏極源に関する報告は無かった。本研

究において水溶性の偏極源の開発を初めて達

成し、更に長いスピン―格子緩和時間を有する

結晶性の氷を高核偏極化することにも初めて

成功した。今後は水の核偏極率を更に向上させ、

タンパク質などの生体物質の高核偏極化に繋

がることが期待される。 
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１． はじめに 

固形がん周辺の pH が正常組織と比べて低

pHであることが知られている 1)。がん細胞は、

有酸素下においても、ミトコンドリアでの酸

化的リン酸化よりも、解糖系でのブドウ糖代

謝に偏って ATP を産生している。そのため、

解糖系で代謝されたブドウ糖が最終代謝物と

して、酸性化合物である乳酸に変換されるこ

とにより、H+を細胞外に放出することでがん

組織周辺は弱酸性環境となっている。また、

がん組織内でも低 pH 領域ほど、がんの悪性

度が高いとされている。正常組織、血流中の

環境（pH 7.4）とがん組織内の細胞外微小環境

（pH 6.8前後）の違い、さらには低 pHとなっ

ているがん組織内での弱酸性度の僅かな違い

を見分けることができればがん組織の中での

悪性度の診断を可能にできると考えられ、抗

がん剤の治療効果の予測、治療効果判定への

応用が可能である。これまでにがん組織内の

細胞外微小環境の低 pH をターゲットとした

蛍光プローブが開発されており、pH 7.4 では

蛍光が OFF、低 pHになることで蛍光が ONと

なるものが主流である 2)。しかしながら、一般

的な pH 応答性の蛍光プローブでは、ヘンダ

ーソン・ハッセルバルヒ（HH）の式からもわ

かるように、高感度にこの pH の違いを捉え

ることができない。 

 
２． 内容 

本研究では、低分子の pH 応答性蛍光プロ
ーブと高分子の pH 応答性ポリマーを融合さ
せることによって、超高感度にがん組織内の

微小弱酸性環境を検出し、がんの悪性度診断

を行える蛍光プローブを開発することを目的

とした。新たな方法で外部環境 pH を認識す
る近赤外蛍光プローブ、および、混合電荷ポ

リマーの開発を行った。 
 

３． 成果 

pH応答性近赤外蛍光プローブは IR-780を
出発原料として合成した。合成した蛍光プロ

ーブを DMSOに溶解し、1 mM DMSO溶液
を調製した。その後、この溶液を各 pH の緩
衝液で希釈し 10 µM溶液を調製し、蛍光スペ
クトルを測定した。図 1 に示すように、正常
組織 pH 7.4前後では、蛍光を示さず、がん組
織周辺 pH 6.5-6.8程度では蛍光を示すことを
確認した。また、置換基を導入することで、応

答する pH を任意に調節することが可能であ
った。これらの結果より、微小弱酸性環境を
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検出し、がんの悪性度診断への応用可能性が

示された。 

 

図 1 pH応答近赤外蛍光プローブの pH応答性 

 
続いて、pH応答混合電荷ポリマーを開発し
た。正電荷と負電荷からなる両性イオン基を

持つコポリマーは、水分子と静電的に強い相

互作用を引き起こし、表面に強い水和膜を形

成することで、タンパク質などとの非特異吸

着を抑えることができる 3)。これにより、生体

内における血中透過性に優れたドラッグキャ

リアの開発に応用されている。この両イオン

性ポリマーに pH 応答性を付与し、ポリマー
自身の電荷を pH に応じて変化することがで
きれば、DDS でのより高い到達効率の実現、
タンパク質や細胞への吸着脱着の制御などが

可能となり、がんのイメージングへの応用が

期待される。しかし、従来の研究では、生体や

細胞に応用することが難しい、非常に低い pH
のみでしか応答性を付与することができてお

らず、また、これに対する検討は行われてこ

なかった。そこで、本研究では、がん組織内の

微小弱酸性環境を検出できる pH 応答混合電
荷ポリマーを開発した。 

pH 応答混合電荷ポリマーの構造式を図 2
に示す。カチオン性のモノマーとして [2-
(methacryloyloxy)ethyl]trimethylammoniu
m chloride (MTAC)、 pH応答性のアニオン
性のモノマーとしてカルボン酸モノマー、中 

図 2 pH応答混合電荷ポリマーの構造式 
 
性のスペーサーの役割を持つモノマーを可逆

的付加開裂連鎖移動（RAFT）重合により重合
した。アニオン性モノマーとして、Mono-2- 
(methacryloyloxy)ethyl succinate (MTSuc)
お よ び mono-2-(methacryloyloxy)ethyl 
cyclohexane-1,2-dicarboxylate (MTCHex)の
pH応答性への影響を比較した。スペーサーの
役 割 を 持 つ 中 性 モ ノ マ ー と し て  2-
hydroxyethyl methacrylate (HEMA) および
2-ethoxyethyl methacrylate (EEMA)の pH
応答性への影響を比較した。Poly(MTAC-co-
MTSuc) (ACSuc)と poly(MTAC-co-MTCHex) 
(ACCHex) はカチオン性とアニオン性モノマ
ーが 1:1 の割合で重合された。その他の中性
モノマーを含むポリマー : poly(MTAC-co-
MTSuc-co-HEMA) (ACSucHE), poly(MTAC-
co-MTCHex-co-HEMA) (ACChexHE), 
poly(MTAC-co-MTSuc-co-EEMA) 
(ACSucEE), poly(MTAC-co-MTCHex-co-
EEMA) (ACChexEE)はカチオン性、アニオン
性、中性モノマーが 2:2:1 の割合で重合され
た。ACCHexEE2 のみカチオン性、アニオン

性、中性モノマーが 1:1:2 の割合で重合され
た。合成されたポリマーを 1H-NMR、ゲル浸
透クロマトグラフィー（GPC）、pH滴定によ
り分析し、ポリマーの分子量、分子量分散度

（Mw/Mn）、pKaを表 1に示す。 
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表 1 pH応答混合電荷ポリマーの特性 

 Mn NMR Mn GPC Mw/Mn pKa 
ACSuc 10,400 8,500 1.09 4.5 
ACCHex 11,800 6,300 1.09 5.2 
ACSucHE 9,800 7,900 1.08 4.8 
ACChexHE 11,000 6,300 1.10 5.3 
ACSucEE 10,000 7,200 1.10 5.2 
ACCHexEE 11,000 5,200 1.10 5.6 
ACCHexEE2 12,000 1,600 1.30 6.1 
 
カチオン性モノマーとアニオン性モノマー

のみで重合した ACSucと ACCHexを比較す
ると、ACCHexの pKaの方が高かった。ポリ

マーの疎水性が高いと、水溶液中でコンパク

トなコンフォメーションをとり、電荷と電荷

の相互作用を高める。それによりカルボン酸

部分の解離を抑制するため、pKa が高くなる

と考えられる。また、中性のスペーサーモノ

マーとして、HEMAを加えることで、pKaが

高くなっていることがわかる。一般的に、こ

のような混合電荷ポリマーにおいて、アニオ

ン性基に pH 応答性を持たせる際には、その
pKaが低くなってしまう。これは、混合電荷ポ

リマー中のアニオン性基とカチオン性基が静

電相互作用を起こしてしまうことに起因する。

混合電荷ポリマーの場合、アニオン性基の近

くにカチオン性基が存在している。これによ

り、アニオン性基のマイナスチャージとカチ

オン性基のプラスチャージが静電相互作用を

引き起こし、安定化してしまう。結果として、

アニオン性基がマイナスチャージを維持して

いる状態の方がより安定化するので、アニオ

ン性基のマイナスチャージが外れにくくなっ

てしまう。以上のような理由で、混合電荷ポ

リマーの pKaの値は低くなってしまう。今回

のように、pKa 値の中性側へのシフトが観測

された要因としては、疎水部位の導入による。

混合電荷ポリマーに疎水部位を導入した場合、

この静電相互作用は疎水部位のスペーサーに

よって小さくなる。よって、アニオン性基の

マイナスチャージとカチオン性基のプラスチ

ャージどうしによる安定化が抑えられるので、

アニオン性基のマイナスチャージが外れやす

くなり、pKa 値が中性側にシフトしたと考え

られる。HEMAよりもさらに疎水性度の高い
EEMA を中性モノマーとして用いることで、
さらに高い pKa値にシフトしていることがわ

かる。さらに、ACCHexEE2に関しては、中性

モノマーの割合を増やすことで、最も高い

pKa値を示している。このように、ポリマーの

疎水性、中性モノマーの比率を変えることで、

pKa を 4.5~6.1 の任意に値に調節することが
可能であった。 

 
図 3 pH応答混合電荷ポリマーの pHに依存

したゼータ電位変化 

 
合成した混合電荷ポリマーは、pH変化に応
答し、アニオン性基のマイナスチャージを失

うことによって、ポリマー全体としてプラス

チャージとなり、表面電荷が変化すると予想

される。そこで、この変化をデータ電位測定

によって測定した。図 3 に示すように、中性
付近の pH では、ほぼ 0 mV の値を示してい
るが、pHが下がるにつれて、正電荷が大きく
なっていくのがわかる。これは、混合電荷ポ

リマーが pH 変化に応答し、アニオン性基の
マイナスチャージが外れることによって、ポ

リマーが全体的にプラスチャージとなり、表
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面電荷が変化したことを意味する。さらに、

ポリマーのそれぞれの pKa値によって、ゼー

タ電位が上昇する pH の値もシフトすること
が分かった。 
合成した混合電荷ポリマーがpHに応答し、
混合電荷状態からプラスチャージになること

によって、細胞への吸着制御が可能かどうか

を確認するため、ヘパリンとの相互作用を評

価した。ヘパリンは、アニオン性の組織成分

であり、細胞膜との相互作用におけるモデル

実験にも利用されている。今回の混合電荷ポ

リマーの場合、高い pH においては、ポリマ
ーが混合電荷構造を保つため、ポリマー全体

として中性となり、ポリマーのヘパリンへの

吸着は起こらない。そのため、動的光散乱法

（DLS）による測定において、流体力学的直
径は小さな値を示すことが予測される。それ

に対して、低 pH 環境の場合、ポリマーがマ
イナスチャージを失うことによって、ポリマ

ー全体としてプラスチャージとなる。これに

より、マイナスチャージを持つヘパリンへの

吸着が起き、DLS測定において、流体力学的
直径が大きくなることが予測される。図 4 に
示すように、高い pH と比べ、低 pH 環境に
おいて、合成した混合電荷ポリマーとヘパリ

ンの混合溶液の流体力学的直径が増大するこ

とが分かった。これは、混合電荷ポリマーが

pH変化に応答し、アニオン性基のマイナスチ
ャージが外れることによって、ポリマーが全

体的にプラスチャージとなることで、マイナ

スチャージを持つヘパリンに吸着したことを

意味する。さらに、ポリマーのそれぞれの pKa

値によって、流体力学的直径が増大する、つ

まりヘパリンへの吸着が起きる pH の値もシ
フトすることが分かった。これにより、細胞

表面への吸着制御のモデル実験に成功したこ

とから、細胞に応用した際にも、同様の挙動

が得られることが期待できる。 

 
図 4 pH応答混合電荷ポリマーの pHに依

存したゼータ電位変化 
 

４． まとめ 

pH応答性近赤外蛍光プローブを開発し、正
常組織 pH 7.4前後では、蛍光を示さず、がん
組織周辺 pH 6.5-6.8程度では蛍光を示すこと
を確認した。また、pH応答混合電荷ポリマー
を開発し、中性 pH では、アニオン性のヘパ
リンとの相互作用を示さず、pHの低下に伴い
相互作用することを確認した。低分子のpH応
答性近赤外蛍光プローブと高分子の pH 応答
混合電荷ポリマーを融合させることによって、

がん組織内での弱酸性度を定量化し、がんの

悪性度診断への応用が期待される。 
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１． はじめに 

２０１４年のノーベル化学賞が「超解像度の

蛍光顕微鏡の開発」で贈られて以降、細胞内の

小器官を精密に観察するための顕微鏡開発が

爆発的に進められてきている 1)。一般的な光学

顕微鏡の空間分解能 (Dxy)はアッベの式 d = 
λ/2nsinθにより定義され、最大で Dxy ～ 200 nm
しか発揮できない（ここで λは光の波長，nは媒
質の屈折率，θ は対物レンズの開口角を示す）。
この分解能の壁（i.e., 回折限界）を越えるために、
まず照明系の工夫が提案された。たとえば、Hell
らはドーナツ型のビームの中心（レーザーの強

度がゼロに近い）を用いることで回折限界より

もはるかに小さな領域（Dxy〜 60 nm）にある蛍
光物質を励起することに成功した。また、

Moerner らは基板からの滲み出し光（エバネ
ッセント光）を利用して、回折限界以下の空間

内の分子を確率的にオンにして（ブリンキング）

超分解能を達成している 3)。以上の手法は細胞

内の微細構造を可視化するのに有力な手法で

あるものの、（１）蛍光色素の組み合わせに制

限があること、さらに（２）一枚の写真撮影の

時間が長い（数十分以上かかる場合も）という問

題点が存在しており、生きた細胞の動き（時間ス

ケール〜秒）を超解像で可視化する顕微鏡が求め

られてきた。一方で近年、上記の問題を解決でき

る構造化照明法（Structured illumination 
microscopy SIM法）が提案された 4)。原理と

しては、光学限界以下の超微細構造（例として

線間隔 aのスリット構造）に対してパターン角
度 θを 0、60、120°傾けたスリット状のパター
ン光を照射すると、広い線間隔 bのモアレ干渉
縞として拡大できることにある（図１a）。なお、
ここで得られる干渉縞はパターン角度 θ に依
存しているため，一方向性の超解像画像が３枚

 
図 1 構造化照明法（SIM法）の原理。モアレ干渉

縞の（a）形成原理と(b)その後の画像処理方法。 

超解像成分を含む画像の完成

”間隔a”のスト ライプ

b
a

＋ ＝

Θ傾けた
スリ ッ ト 照明

超解像成分の度合い（ 周波数）

θ傾
い
た

超
解
像
成
分

画像の再配置

逆FFT

a

b Θ ＝ 0° Θ ＝ 60° Θ ＝ 120°
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が独立に得られてしまう。そこで周波数空間に

高速フーリエ変換（Fast Fourier Transform，
FFT（θ））したものを再配置することで、３つ
の画像情報を一つに重ね合わせる（図 1b）。さ
らに逆 FFT処理して実空間の１つの画像に戻
すことで、あらゆる θをカバーする超解像の画
像が得られる。SIM法はモアレ干渉縞が得られ

れば良いので、蛍光色素の種類に依存すること

なく、生きた細胞の多色観察に向く超解像蛍光

顕微鏡法の一つである。しかしながら、その光

軸方向の解像力（Dz）は回折限界を超えられて

いないと言う問題点が存在していた。 
 

２． 内容 

光軸方向の超解像力を有する方法として、本

開発のベースとなっている反射干渉顕微鏡法

（interference reflection microscopy, IRM）が
ある 6)。その原理は、基板/溶液および溶液/サ
ンプル界面からの反射光間の干渉を利用して

おり（図 2a）、サンプルー基板間の距離測定の
分解能は Dz ~ 2 nmまで達する。実際に基板
上の球体ビーズの干渉像を取得すると、ニュー

トンリングが得られる（図 2b左）。この時の干
渉光強度から変換式 6)により表面の高さプロ

ファイルに再構築すると、ビーズを真球近似し

た時のプロファイルと良い一致を示した（図

2b右）。さらに、IRMはこうした光軸方向の超
解像力だけでなく、細胞に蛍光ラベルを導入す

る必要がないため、動的で生の細胞接着の界面

を可視化できる有用な技術である。しかし、従

来の IRMは光源として均一高圧水銀ランプや
レーザーダイオードを使用するのが一般的で

あり、空間方向の分解能 Dxyは回折限界に制限

されているのが現状である。そのため、生きた

細胞接着面を空間（Dxy）、光軸（Dz）の両方を

超解像下で可視化することは達成できていな

い。そこで本研究では、IRMの照明系として、
構造化照明法（SIM）を導入することで、超解
像―反射顕微法の開発を実施した。 

 
３． 成果 

既存の IRMセットアップでは、水銀ランプ
を照明系として利用し、そこから得られる単色

―偏光を介してサンプルに照射する 6)。こうし

たセットアップでは細胞由来の散乱光や迷光

がそのまま CCDに結像してしまう。一方で本
研究において開発した超解像―反射顕微法の

セットアップでは、回折格子を用いて精細なス

トライプ状のパターンをサンプルに照射して

おり、CMOS カメラでシグナルのみを選択的
に増大する工夫を凝らしており、細胞内からの

散乱光が大きく削減されることが可能となっ

た。実際に骨格筋芽細胞の細胞骨格（アクチン）

を Phalloidin で染色してみると、細胞内骨格
のアクチン繊維の太い束だけでなく細かいフ

ァイバーまで観察することに成功した。反射像

についても取得に成功しているが、興味深いこ

とに細胞の辺縁部に特徴的な黒いスポット（強

 
図 2 反射干渉顕微法（IRM）の原理。(a) 干渉縞の形成原理の模式図。(b)球体（ポリスチレンビーズ）

の干渉像と高さ構築結果。文献 5より引用。 
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く接着していることを示唆）を確認した（図 3a
左）。実際に高さプロファイルに変換してみる

と、その構造物は高さで約 40 nm程度であっ
た（図 3a右）。この構造の生物学的な解析を行
うために、細胞膜の接着斑を構成するタンパク

質（Paxillin）を免疫染色してみると、Paxillin
の強い蛍光発現が細胞縁に点在していること

が明らかとなった（図 3b 左）。一見すると、
Paxillin が高発現している領域とほぼ同じ領
域が黒く染まっている様に見える。そこでその

位置相関を取得するために、得られた反射像を

細胞基板間距離 h の閾値で切り取り、その相
関度を求めた。すると、高さで h = 40 nmの
領域で相関のピークがあることを見出した。こ

の高さは接着タンパク質の高さと一致してい

ており、黒い構造が接着斑に相当していること

を見出した。ここで興味深いことに、h = 40 nm
における相関度の値はたった１６％であった

（図 3b下）。これは、細胞接着がアクチンによ

ってサポートされるリガンド-受容体相互作用
だけではなく、物理的相互作用（たとえば、フ

ァンデルワールス、静電気など）などによって

達成されていていることを反映している（図

4a）8)。以上によって構築した光学系の詳細と

得られた細胞の反射像のより詳細な解析につ

いては、論文投稿中のため割愛する。 
 
４．まとめ 

以上の結果から申請者は構造化照明を反射

干渉顕微鏡に導入することで、回折限界を超え

た超解像“反射”干渉顕微法の開発に成功した

（図 4b）。本顕微鏡は回折限界の中で隠れてい
た細胞表面の微細構造を生きた状態で可視化

することができ、今後様々な生命現象の機序解

明に資する顕微手法になることが期待される。

今後は、構築した顕微鏡を用いて、発生に関わ

る細胞接着の役割 9)、10)を肝臓原基 11)や他の組

織形成を対象に検証していきたい。 

 
図 4 (a)細胞接着に関わる様々な相互作用と，(b)本研究で開発した顕微法の分解能の立ち位置 
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図 3 細胞の反射干渉像。 (a)細胞接着における反射干渉像とその高さプロファイル.(b) 細胞の接

着タンパク質（paxillin）の蛍光染色像と接着領域との相関。文献７より引用。 
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１． はじめに 

近年、血液などの体液を用いた低侵襲な疾

病の検査（リキッドバイオプシー）・医療ニー

ズが高まっており、2026年には全世界で約 4
兆円の市場規模が見込まれている。その中で

も、がん診断が市場の大半を占めている。が

ん治療においては早期発見が重要であり、こ

れまでに様々なバイオマーカーが開発されて

きた。その中でも、エクソソームと呼ばれる

生体内微粒子が、がんの新たなバイオマーカ

ーとして世界中で注目されている。エクソソ

ームは、細胞から放出される 20〜200 nmの
脂質で構成された細胞外微粒子であり、核酸

（miRNAなど）やタンパク質などが内封され
ている 1)。がん細胞から放出されるエクソソ

ーム中には、がん特異的な miRNA が含まれ
ていることが分かってきた。そのため、エク

ソソームを用いたリキッドバイオプシー診断

は、がんの早期発見に大きく貢献することが

期待されている 2)、3)。 
一方で、エクソソームに関する研究が進展

するにつれて、エクソソームが多様性に富ん

でいることが明らかになっている。 
例えば、同じ細胞から放出されたエクソソ

ームであっても、表面マーカーや糖鎖、内封

されている核酸、タンパク質の種類や量が異

なる。また、がん患者と健常者のエクソソー

ムは、粒径や形状などの物理的性質や粒子数

が異なることが報告されている 4)。 
現在、エクソソームの測定・解析では、超遠

心法や表面マーカーのアフィニティーを利用

した分離法によって精製したエクソソームが

用いられている。そのため、特定の物性（密度）

や化学的特性（特定の表面マーカー）を有す

るエクソソームしか解析できない。 
また、エクソソームを粒径で分離する方法

として、サイズ排除クロマトグラフィーカラ

ムがあるが、分離精度とサンプル量に課題が

ある。エクソソームを用いたリキッドバイオ

プシーを実現するためには、物理的・化学的

なエクソソームの多様性を理解し、それらの

特性と生物学的・臨床的な意義を明らかにす

る必要がある。 
そこで本研究では、エクソソームの特性の

１つである粒径に着目した高精度分離法の開

発を目的とした。エクソソームを粒径ごとに

精密に分離できれば、粒径ごとに組成や内封

物を解析することができる。これにより、エ

クソソームの物理的性質と化学的性質の関係、

生物学的な意義を解明できれば、エクソソー

ムによるリキッドバイオプシーの実用化が進

むことが期待される。 
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２．内容 

エクソソームのような生体ナノ粒子のサイ

ズ分離を達成するために、本研究ではマイク

ロ・ナノ流体デバイスを用いた分離法を考案

した。図 1 に作製したマイクロ・ナノ流体デ
バイスを用いたナノ粒子分離の概略図を示す。

マイクロスケールの粒子分離法の 1 つとして、
決定論的横変位（ Deterministic Lateral 
Displacement：DLD）構造を用いた微粒子分
離法がある。DLD構造とは、マイクロ、ナノ
流路中に円柱状の構造物（ピラー）を周期的

に配置した構造である。このピラーを流路に

対して一定角度傾けて配置することで、流路

に粒子懸濁液を流すだけで特定の粒径（臨界

粒径）を閾値として粒径分離が可能となる。

臨界粒径 Dc は、下記の式から算出すること
ができる。 
 
Dc = 1.4 G (tanθ)0.48     ・・・・（1） 
 
ここで、G：ピラー間距離、θ：ピラーの傾斜
角度である。したがって、流路・ピラー構造

（寸法）によって、臨界半径を制御すること

ができる。臨界半径よりも大きな粒径の粒子

は、ピラー構造に沿って変位しながら流れる

ため、流路出口において臨界粒径を閾値とし

てナノ粒子はサイズ分離される。マイクロス

ケールにおいては、血球分離などに DLD構造
が応用されている。一方で、ナノ粒子の分離

については、構造体の作製精度や送液系の確

立、分離中の粒子の拡散の影響などの課題が

あり、ほとんど報告がない 5)。 
本研究では、申請者らが報告してきた微細

加工技術を用いて、ナノ DLDデバイスを作製
し、ナノ粒子の分離を試みた。また、エクソソ

ーム様のナノ粒子を作製し、生体微粒子への

本分離法の応用可能性を検証した。また、エ

クソソーム様ナノ粒子の脂質組成・物性が分

離挙動に与える影響の解明に取り組んだ。 
 

３．成果 

①エクソソームの粒径分離デバイス開発 
ナノ粒子分離のためのマイクロ・ナノ流体

デバイス（ナノ DLDデバイス）を作製した。
図 2 に作製したデバイスの概略図を示す。石
英基板上にフォトリソグラフィーによって、

マイクロ流路をパターニングした。もう 1 枚
の石英基板は、干渉露光法を用いて、ナノピ

ラーとナノ流路をパターニングした。それぞ

れの基板に反応性イオンエッチングを行い、

保護膜の除去や洗浄後、それぞれの基板を熱

 

図 1 DLD構造を用いた粒子分離法 

234



融着することで、ナノ DLDデバイスを作製し
た。図 2に示すように、粒子懸濁液、および、
緩衝液は、それぞれの導入口からマイクロ流

路に送液される。マイクロ流路は、一部断線

しており、その区間にナノ構造体がオーバー

ラップするようにデバイスを作製した。これ

によって、ナノ流路・ナノピラーの領域を最

小化し、圧力損失の低減を試みた。 
作製したナノピラーを SEM によって測定

した結果、ピラー間隔：330 nm、ピラー高さ：
460 nmの構造体の作製に成功した。また、予
想される Dcは、（1）式から 117 nmと算出さ
れた。 
 
②ナノ DLDデバイスを用いたナノ粒子分離 
作製したナノ DLDデバイスを用いて、ナノ
粒子の分離性能を評価した。モデル粒子とし

て、40 nm、および、200 nmの蛍光ポリスチ
レンビーズを用いた。分離性能を検証するた

めに、3 つの導入口全てからビーズ懸濁液を
導入し、臨界半径以下の粒径である 40 nmの

粒子、および、臨界半径以上の粒径である 200 
nm の粒子の挙動を観察した。図 3 にナノ
DLD 構造でのポリスチレンビーズ分離中の
蛍光画像、および、ポリスチレンビーズの分

離結果を示す。臨界半径以下である 40 nmの
ビーズは、ナノ構造体を通過後も流路全域で

蛍光が観察された。一方で、粒径 200 nm の
ビーズの場合、ナノ構造体の上流部（A-B）と
下流部（A’-B’）における蛍光強度を比較する
と、200 nm のビーズでは A’近傍の蛍光強度
が低下することが確認された。この結果は、

ナノピラー構造に沿って臨界粒径以上のサイ

ズのビーズが出口方向に変異しながら移動す

ることを示唆している。流路内の蛍光強度プ

ロファイルを図 4 に示す。画像解析の結果、
粒子の変異幅は約 100 µm であり、理論値よ
りも小さくなった。これは、流路を流れてい

る間に粒子の拡散が生じたことが原因だと考

えられる。しかし、作製したナノ DLDデバイ
スによって、臨界粒径を閾値とした粒子のサ

イズ分離ができることが分かった。そこで、

エクソソーム様のナノ粒子の分離への応用を

試みた。 

 
図 2 作製したナノ DLDデバイスと 

流路の概略図 

 
図 3（a）蛍光ビーズの分離挙動 
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③脂質ナノ粒子分離への応用と脂質組成が

分離挙動に与える影響 
蛍光ポリスチレンビーズとエクソソームで

は、粒径が同じであっても硬さなどの物理的特

性が異なる。また、エクソソームは細胞から放

出される生体微粒子であり、脂質で構成された

ナノ粒子であるが、放出される細胞によって脂

質組成が異なる。ヒトの細胞は、リン脂質を主

成分としており、ホスファチジルコリン、スフ

ィンゴミエリン、ホスファチジルエタノールア

ミン 、ホスファチジルセリンなどから構成さ
れている。脂質組成の違いは、脂質膜の流動性

や硬さなどに影響を与える。また、このような

多様な脂質組成は、放出されるエクソソームの

物理的特性の重要因子の 1 つであると考えら
れる。そこで、エクソソーム様の脂質ナノ粒子

を作製し、ナノ DLDデバイスの生体ナノ粒子
分離性能を評価した。 

脂質ナノ粒子は、これまでに申請者らが開

発したマイクロ流体デバイス（iLiNP デバイ
ス）を用いて調製した 6)。脂質には、DPPC
（Dipalmitoylphosphatidylcholine）、コレス
テロール、DSPE-PEG 2K（1,2-distearoyl-sn-
glycero-3-phosphoethanolamine-N-
[maleimide(polyethylene glycol)-2000]）を用
いた。調製した粒子を NanoSightで測定した
結果、130〜150 nmをメインピークとする粒
径分布（第 2ピーク：82 nm、第 3ピーク：
243 nm）であった。調製した脂質ナノ粒子を
ナノ DLDデバイスに導入し、2つの出口（出
口 1：臨界粒径以下の粒子を回収、出口 2：臨
界粒径以上の粒子を回収）から回収した。そ

れぞれの出口から回収した脂質ナノ粒子の粒

径分布を図 5に示す。出口 1からは、81 nm
をメインピーク、113 nm を第 2 ピークとす
る脂質ナノ粒子が回収された。一方で、出口 2
からは 130 nm 以上の粒子が回収された。こ
の結果から、作製したナノ DLDデバイスを用
いることで、エクソソーム様の脂質ナノ粒子

 

図 4 ナノ DLDデバイスの蛍光強度プロフ

ァイル 

 

図 5 回収した脂質ナノ粒子の粒径分布

（A）出口 1、（B）出口 2 
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を粒径分離できることを実証した。特に、出

口 1 においては、サンプル懸濁液中に含まれ
ている約 80 nmの粒子を濃縮することができ
た。また、DPPC とコレステロールとの比率
を変えて、粒径は同程度であるが、膜流動性・

硬さが異なる粒子の分離を試みた。その結果、

コレステロールの比率が高くなるにつれて、

分離精度が低下するとともに、回収された粒

子の粒径自体が小さくなることが明らかとな

った。これらの結果から、エクソソーム様の

脂質ナノ粒子の分離においては、脂質組成自

体が重要なパラメーターになると考えられる。 
 

４．まとめ 

エクソソームなどの生体ナノ粒子を粒径で

分離可能なナノ DLDデバイスを開発した。開
発したナノ DLDデバイスは、100 nmを閾値
として、サンプルをデバイスに導入するだけ

でナノ粒子の粒径分離が可能であった。また、

エクソソーム様の脂質ナノ粒子の分離も可能

であり、特定のサイズの粒子の選択的濃縮が

可能であった。さらに、脂質ナノ粒子の場合

は、粒径は同程度であっても脂質組成を変え

ると分離挙動が異なることが明らかとなった。

したがって、ナノ DLDデバイスは、エクソソ
ームの硬さなど物理的特性を理解するために

有用な手法であると考えられる。今後、エク

ソソームの物理的特性と化学的特性の関係、

生物学的意義に関して網羅的に解析を進める

予定である。 
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１． はじめに 

動物個体で起こる生命現象を可視化する in 
vivo イメージング技術の研究開発が盛んに行
われている。様々な原理に基づいた in vivoイ
メージング技術が存在するが、現状の方法で

は、動物に対して拘束、切開、針の挿入のいず

れかの処置が必要不可欠である。動物に過大

な負荷をかけるイメージング手法では真な生

命現象に迫るのは難しい。 
筆者は動物にやさしいイメージングを目指

し、生物発光反応を利用した可視化技術開発

を行っている。従来の in vivo生物発光イメー
ジングの検出感度を飛躍的に向上させる新技

術 AkaBLIを開発した 1)。 
AkaBLI は人工基質 AkaLumine(-HCl)と

人工酵素 Akaluc から構成される人工生物発
光システムである。 
本研究では AkaBLIを基盤として非侵襲か

つ非拘束な生体分子イメージングを可能にす

る生物発光を利用した生体機能プローブ技術

の開発に取り組んだ。 
 

２． 内容 

ホタル生物発光反応に基づく AkaBLIシス
テムは基質（AkaLumine）が ATP、Mgイオ
ン存在下において、発光酵素（Akaluc）の触
媒作用により、AMP化、酸素化反応が進行し、
その結果、発光を生成する（図 1）。 全ての生
物発光反応は酵素反応であるから、反応場の

環境によって酵素活性（即ち発光活性）が変

化する。 
本研究では、この生物発光が持つ曖昧さを

うまく活用し、Akalucの発現部位における場
の状況（細胞の環境）変化に応答して発光強

度を増減させる強度変化型の生物発光プロー

ブの作動原理の確立を目指し、基盤データの

取得を行った。本報告では、ATP濃度やMg2+

濃度、反応温度、pHの変動によって発光強度
がどのように変化するかを測定した結果につ

いて報告する。 
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３． 成果 

Akaluc 精製タンパク質と AkaLumine 溶液
の濃度を固定し、反応溶液の各種サンプルの濃

度、pH、 温度を変化させ、その酵素活性(発光
強度)データを取得した。 
ATP濃度変化に対する応答性 
 AkaLumine/Akalucの Km (ATP)  = 122.2 ± 
8.5 μMである事が明らかとなった。従来の基
質/酵素の組み合わせである D-luciferin/Fluc
では Km(ATP) = 328 ± 35 μM であることか

ら、AkaLumine /Akalucの発光は ATP量によ
る影響を受けにくく、細胞内での発光はより安

定であることが示唆された。 
 この結果を受け、Akalucを GPIアンカーと
融合し細胞膜外に局在させ、ATP が細胞外に
放出される現象の可視化を試みているところ

である。 

Mg2+濃度変化に対する応答性 
AkaLumine/Akaluc の発光強度は Mg2+濃

度の上昇に伴って、増加し、1 mM に到達し

た時点で最大となる事がわかった。解離定数

Kd = 311.5 ± 78 μMとなった。 
温度に対する応答性 

Akaluc の発光強度が反応時の温度によっ
て変化することがわかった。発光強度は 45℃
で最も強い発光を示した。概ね、Akalucの鋳
型となった天然型の Firefly luciferaseの特性
を引き継いでいることが明らかになった 2)。 

 

pHに対する応答性 
AkaLumine/Akaluc の発光は酸性側では、
弱くなることがわかった。従来の D-
luciferin/Flucにおいては、pH変化に応答し、
波長が変化する事が知られている 3)が、

AkaLumine/Akalucでは波長の変化は観測さ
れなかった。 

 
４．まとめ 

今回の研究では、 AkaBLI システム
(AkaLumine/Akaluc)の酵素反応性を利用し
た生体機能プローブの開発に繋がるような基

礎的データを取得することが出来た。 
これらのデータを基に、動物個体の非侵襲

イメージングに資する複数の生物発光プロー

ブの開発を目指し、研究を進めている。 
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１． はじめに 

生体力学は形態学の一分野として長い歴史

をもち、分子、細胞、組織の各スケールにおけ

る機械的力の直接測定に基づいて、各々の階層

における生命動態の力学的理解を構築してき

た。一方で、分子と細胞の間の階層、1ナノメ
ートルから 100 マイクロメートルまで長さに
して 100000 倍にもわたるメゾスコピックな
階層における直接力学測定技術は未だ全く確

立されていない。この準細胞スケールは、細胞

骨格の高次構造形成、染色体の分配を始めとす

る、細胞生物学における主要な研究対象である。

準細胞スケールの生体力学測定技術を確立す

ることで、様々な細胞生物学的課題の力学的側

面を解き明かして、分子からマクロスケールま

での生命動態を連続的に理解することが可能

となると考える。 
 

２． 内容 

本研究は、研究代表者がこれまでに構築した

細胞内磁気ピンセット技術（Tanimoto et al., 
Nature Physics 2018）を発展させることで、
生細胞内における機械的力の時空間動態をピ

コニュートンオーダーで精密に測定するため

図 1 研究計画の概要 
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の基盤技術を開発する（図１）。さらに開発し

た生体力学操作技術を応用して、典型的な細胞

生物学的現象である(1)動物の初期発生パター
ンを決める微小管星状体の細胞内運動

（ Tanimoto et al., The Journal of Cell 
Biology 2016）と、(2)細胞の接着応力場を生成
するアクチン骨格（Tanimoto and Sano, 
Biophysical Journal 2014; Tanimoto and 
Sano, Physical Review Letters 2012）の力学
を解明する。これらの研究は骨格高次構造の動

力学を分子スケールの力生成および細胞スケ

ールの生体運動と結びつけて、その分子制御機

構を明らかにする。その成果は、細胞骨格が重

要な役割を果たす多彩な細胞生物学的現象を

物理・力学的に理解するための一般的な枠組み

となり得るものである。 
なお本申請研究の一部を論文として発表し

た 1)。 
 

３． 成果 

1．定量的かつ汎用性の高い細胞内力学操作

技術の構築 
研究代表者がこれまでに構築した細胞内磁

気ピンセットを発展させて、ピコニュートン精

度かつサブ秒で時間変調する細胞内力学操作

が可能な実験技術を構築した。具体的には直流

安定化電源とコイルおよび高透磁率材料であ

るパーマロイを用いて出力が PC 制御可能な
高出力磁気ピンセットを構築した（図２）。特

に、電磁石の先端形状を最適化することで、

100 マイクロメートル程度にわたって 100 ピ
コニュートン程度の外力を生成することに成

功した。この構築した細胞内磁気ピンセットを

用いて、顕微鏡下で細胞を観察しながら、細胞

内の任意の場所に制御された磁力を加えるこ

とが可能となった。 
構築した細胞内磁気ピンセットの検証とし

て、棘皮動物の受精卵細胞内に導入した直径

１ミクロンの磁気粒子に時間変調させた外力

を加えられることを実証した。100 ピコニュ
ートン程度の振幅かつ秒単位の時間スケール

で変動する外力を磁気粒子に印加することで、

図 2 高出力電磁石を用いた細胞内磁気ピンセット 

本研究助成を活用して、高い出力を時空間制御可能な細胞内磁気ピンセットを構築した。左：構築

した細胞内磁気ピンセット。倒立蛍光顕微鏡と組み合わせて、細胞内構造を可視化しながら外力を

加えることができる。右：磁気ピンセットの先端形状。細胞の直径である 100ミクロン程度に亘っ

て十分な大きさの力を印加することができるように磁場勾配を最適化した。 
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細胞直径の 100マイクロメートルの長距離に
わたって磁気粒子の運動を時空間変調させら

れることを実証した。 
2．動物培養細胞への汎用化 
構築した細胞内磁気ピンセットを動物培養

細胞に応用するためには、動物培養細胞に磁

気プローブ粒子を導入する必要がある。その

ために（１）エンドサイトーシスを利用した取

り込み、（２）パーティクルガンを用いたイン

ジェクション、（３）微細ガラス針を用いたイ

ンジェクション、を検討した。（１）では磁気

プローブ粒子を細胞膜が取り囲んでしまうの

で、今後の研究発展（磁気プローブ粒子の表面

修飾）には適当でないと考えられる。（２）は

細胞への導入効率が悪く、インジェクション

に成功した細胞を探すのに時間がかかる。（３）

の手法は外側に細胞膜などが付着していない

「きれいな」状態で細胞内に磁気プローブ粒

子を導入することができ、さらに、実験者の熟

練が要求されるものの、標的の細胞に確実に

粒子を導入することができる。（３）の微細ガ

ラス針を用いたインジェクション法を採用す

ることで、動物培養細胞に安定して磁気プロ

ーブ粒子を導入して、細胞内磁気ピンセット

を用いて力学操作することに成功した（図３）。 
微細ガラス針を用いたマイクロインジェ

クション法により動物培養細胞に１ミクロ

ン程度の大きさの磁気プローブ粒子を安定

して導入する実験プロトコルを確立した。さ

らにインジェクションしたプローブ粒子に

外部磁場を印加させることでプローブ粒子

を細胞内において力学操作できることを検

証した。 
 

 
４．まとめ 

図 3 動物培養細胞への細胞内磁気ピンセットの汎用化 

微細ガラス針を用いたマイクロインジェクション法により動物培養細胞に１ミクロン程度の大

きさの磁気プローブ粒子を安定して導入する実験プロトコルを確立した。さらにインジェクシ

ョンしたプローブ粒子に外部磁場を印加させることでプローブ粒子を細胞内において力学操作

できることを検証した。 
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細胞内で働いている機械的力の直接測定は

生体力学分野における最重要課題の１つであ

る。しかし測定の困難さゆえに、そのような細

胞内力学測定は数例しか報告されておらず、実

験技術は全く確立されていない。本申請研究で

構築する汎用性の高い細胞内力学測定技術が、

生体力学・細胞生物学の新しい展開を生み出す

ことが期待される。 
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１． はじめに 

蛍光イメージングとは、生細胞や生体組織・

器官に導入した蛍光プローブ（蛍光色素）を

励起光照射によって発光させ、その発光点を

顕微鏡で捉えることにより、非侵襲的な細胞・

生体内観察を可能とする光学技術である。同

技術の中でも、二光子励起蛍光顕微鏡（TPFM）

を用いた蛍光イメージングは生体の深部を三

次元的に撮像することが可能であるため、生

体組織・器官の動態解明の他、医療への応用

展開が期待されている 1)。 

TPFM を医療現場へ実装するための有効な

手立ての一つとして、フェムト秒ファイバー

レーザーを励起光源に活用することが挙げら

れる 2）。これにより、従来のチタンサファイア

レーザーを用いた場合と比べて TPFM 設置・

運用コストが大幅に低減でき、可搬性も向上

する。しかし、市販のファイバーレーザーの

発振波長が 1030 nm 付近に固定されている

中、同波長領域に高効率な二光子吸収性（＝

ファイバーレーザーが発振する励起光に対す

る応答性）を示す蛍光プローブが非常に限ら

れているのが現状である（図１）。 

そこで本研究課題では、ファイバーレーザ

ーとの併用を前提とした新規蛍光プローブ：

すなわち 『1030 nm 付近における高効率な二

光子吸収性』、および生体深部観測に有利とさ

れる『近赤外発光性』の二点を両立した蛍光

色素を開発することを目的とした。 

 

２． 内容 

現在、シアニン類、ローダミン類、BODIPY 

類などが蛍光イメージング用のプローブ色素

として汎用されている。それらの中でも、シ

アニン類、特にその一つであるメロシアニン

型の色素は、二重共鳴に起因する大きな二光

子吸収性を示し、その GM 値（GM: 二光子吸

収性を表す単位）は数百から数千にまで達す

ることが知られている（図１）3)、4)。 

 
図 1 汎用蛍光プローブと本研究課題で 

対象とするメロシアニン誘導体の構造 

 

しかし、メロシアニン型色素群の二重共鳴
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性の二光子吸収帯は 700~900 nm 付近と短波

長であることが多く、1030 nm 付近で発振す

るファイバーレーザーとの併用には適してい

ない。これらの二光子吸収帯は、ポリメチン

骨格部分を伸長することである程度長波長化

できることが知られているが、これは同時に

色素の光安定性を低下させてしまうことが指

摘されている 3)。他方、ポリメチン骨格の伸長

ではなく、色素両末端にある電子ドナー、も

しくはアクセプター部分のπ電子共役系を拡

張することで、光安定性の低下を生じること

なく二光子吸収帯の長波長化が実現された例

がある 3)。そこで筆者は、メロシアニン型色素

の電子アクセプター部位のπ電子共役系を大

胆に拡張させるべく、ピレンと呼ばれる多環

式芳香族化合物を活用した新規色素 

MCP3~MCP7 をデザインした。 

 

３． 成果 

東京化成工業株式会社から販売されている、

2 位にピナコールボラン（Bpin）、7位に tert-

ブチル基が導入されたピレン誘導体 1 を原

料に合成を開始し、計 5 ステップでピレンの

ジオキサボリン誘導体 2 を得た。続いて、2 

と N-アルキルインドレニウム、および所定の

長さをもつポリメチン骨格分子を挟むように

縮合させることにより、目的物質である 

MCP3~MCP7 の合成に成功した（図 2）。 

 
図 2 MCP3～7 の合成スキーム 

 

次に、MCP3~MCP7 のトルエン中における

一光子吸収スペクトル、および蛍光スペクト

ルを測定した（図３）。ポリメチン骨格の伸長

と共に極大吸収・蛍光波長が長波長化してい

く様子が観察され、特に  MCP5 および 

MCP7 においては近赤外領域における吸収と

蛍光が観測された。MCP3~MCP7 のトルエン

中におけるモル吸光係数はそれぞれ 1.9、 2.4、 

1.4（105 M-1cm-1）、また蛍光量子収率はそれぞ

れ 0.44、0.35、0.25 であり、近赤外蛍光色素

としては比較的高輝度であることが判明して

いる。また、MCP3~MCP7 は、同じ長さのポ

リメチン骨格を有する既存のメロシアニン型

色素と比べてより長波長領域に一吸収・蛍光

波長を示すことから、ピレン骨格の活用が同

色素群の光機能長波長化に有効的であること

が判明した。 

 
図 3 MCP3～7 のトルエン中における（上）

一光子吸収および（下）蛍光スペクトル 

次に、異なる極性を有する有機溶媒中にて

MCP3~MCP7 の一光子吸収・蛍光スペクトル

を測定したところ、それらの極大吸収・蛍光

波長は溶媒極性が高まるにつれてやや長波長

化シフトした（図４）。これは、電子ドナー・

アクセプター型構造をとる分子においてよく
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観測される現象である。 

既存のメロシアニン型色素と比較して、

MCP3~MCP7 は二点ほど、珍しい光物理的挙

動を示している。一つは、MCP3~7 の吸収ス

ペクトルが高極性溶媒（DMSO）中においてブ

ロード化し、かつ短波長領域に新しい吸収ピ

ークを出現させる点にある。メロシアニン型

色素において、こうした吸収スペクトル形状

変化については多くの場合色素分子の共鳴構

造が「ポリメチン性」であるか、あるいは「ポ

リエン性」であるかという観点から議論され

てきた 3）、5)が、MCP3~7 も同じ議論で説明さ

れるかは定かではない。現在のところ、 

MCP3~7 は低～中程度の極性溶媒中ではポリ

メチン性の共鳴構造をとり、中～高極性溶媒

中ではポリメチン性とポリエン性の共鳴構造

が混在していると予想している。次に、

MCP3~7 の蛍光量子収率は高極性溶媒中で

「著しく」減少するが、この性質もメロシア

ニン型色素としては珍しい。その理由につい

ても未だ探索中ではあるが、上記の共鳴構造

に関する考察が関係していると考えている。 

 
図 4. MCP5 の各種溶媒中における（上）一光子

吸収および（下）蛍光スペクトル 

 

次に、MCP3~MCP7 の二光子吸収スペクト

ルを蛍光法にて測定した。残念ながら、MCP3 

および MCP7 については、1030 nm 付近に特

筆すべき二光子吸収性は観測されなかった。

一方、MCP5 については、1400 nm 付近およ

び 1030 nm 付近においてそれぞれ 3300 GM 

および 5000 GM 程度の大きな二光子吸収性

を示した（図５）。前者の二光子吸収は一光子

吸収の極大波長と重なることから、明らかに

基底状態（S0）から第一電子励起状態（S1）へ

の遷移に相当するものである。後者はより高

いエネルギーレベルの励起状態（Sn）への遷移

であり、二重共鳴が生じた結果より大きな二

光子吸収断面積を示していると考えられる。 

以上、一光子吸収・蛍光測定、および二光子

吸収測定の結果から、MCP5 は本研究課題で

目指していた『1030 nm 付近における高効率

な二光子吸収性』と『生体深部観測に有利な

近赤外発光性』を併せ持つ色素であることが

判明した。 

 

図 5 MCP5 のトルエン中における（赤点）

二光子吸収スペクトルおよび（黒点線）一光

子吸収スペクトル 

次に、MCP3~7、特に MCP5 が蛍光イメー

ジングに利用できるか検証するため、同色素

にトリフェニルホスホニウム（TPP）基を接続

した蛍光プローブ MCP5M を合成した（図 6

上）。TPP 基はそのカチオン性により、接続さ

れた色素分子を生細胞のミトコンドリアに局

在させることのできる機能性部位とされてい

る 4)。生細胞（HEK293細胞）を、 MCP5M お
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よびミトコンドリア染色用プローブである 

MitoBright Green と共に染色し、一光子励起の

蛍光顕微鏡を用いて観察したところ、MCP5M 

由来の蛍光が MitoBright Green のそれとよく

一致している様子が観察された（図６下）。し

たがって、MCP5 は適切な構造変換により、

細胞蛍光イメージング（今回の場合はミトコ

ンドリアイメージング）に利用可能であるこ

とが示唆された。また、細胞染色後に行う洗

浄作業（wash：余計な色素分子を除去する作

業）を行わない、すなわち wash-free の状態に

て蛍光イメージングを実施した場合において

も明瞭なミトコンドリアイメージングが達成

された。これは、ミトコンドリア膜に吸着し

ていない、すなわち細胞外にいる MCP5M は

親水的な環境（高極性環境）にいるため、その

蛍光量子収率が激減している結果実現された

ものだと考えられる。こうした wash-free で

蛍光イメージングが実施できるという特徴は、

そもそも wash ができない生体蛍光イメージ

ングを実施する上では非常に重要な性質であ

ると考えられる。 

 

図 6 MCP5M と MitoBright Green にて共染

色した HEK293 細胞の蛍光イメージング画像 

最後に、フェムト秒ファイバーレーザーを

搭載した TPFM を用いて細胞イメージング

を実施したところ、上述の一光子励起蛍光イ

メージングと同様の結果を得ることができ、

MCP5M がフェムト秒ファイバーレーザーへ

の適応性を十分に有していることが示された

（図７）。 

 

図 7 MCP5M にて染色した HEK293 細胞の

二光子蛍光イメージング画像 

他方、同色素を用いた TPFM には大きな問

題点があることも判明した。現行の TPFM、

特に市販品に関しては、励起光源としてチタ

ンサファイアレーザーを使用することを前提

に作られているために、同光源の発振波長（> 

700 nm）領域で生じた蛍光を検出するような

仕組みになっていない。したがって、フェム

ト秒ファイバーレーザーを最大限に活かそう

とすると、色素と同時に顕微鏡の検出器まで

見直す必要がある。 

 

４．まとめ 

本研究では、ピレンジオキサボリン誘導体

を電子アクセプターとするメロシアニン型色

素 MCP3~7 を合成することにより、目的とし

ていた『1030 nm における高効率二光子吸収

性（フェムト秒ファイバーレーザーに適応可

能）』と『近赤外領域での蛍光性』を兼ね備え

た新規蛍光プローブを得ることができた。ま

た、これらの蛍光プローブの蛍光量子収率が

溶媒極性に強く依存する性質を利用すること

で、wash-free 型の蛍光プローブとして利用可

能であることを明らかにした。 

他方、MCP3~7 の光物理的性質の詳細な解

明には至っていない他、MCP3~7 の光安定性

や細胞毒性、生体イメージングへの利用性に

ついては未だ評価しきれておらず、今後も引

き続き検討していく必要がある。 
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１． はじめに 

日本の成人における 3 割が罹患もしくは予

備軍と言われている生活習慣病が引き起こす

四肢末梢部の閉塞は深刻な病理であり、労働・

生産力の大幅な衰退につながる。人口の減少

がこれからの日本社会の解決すべき課題であ

ることからも閉塞状態の視える化、すなわち

絶対値を指標とする閉塞度合いのイメージン

グ方法が求められる。 
本研究で研究対象とするのは循環器系のう

ち、四肢末梢部の血管で起こる閉塞である。

生体を傷つけること無く“完全非侵襲”で血管

内血流速を絶対値で認識できる次世代型 3 次

元流速計測装置の開発を目的とする。 
身体内血管の血流速を、血流方向の情報と

合わせた絶対値計測方法はなく、新しい血流

速度計測計の技術基盤構築を本研究での開発

テーマとする。本血流速計にて期待するのは、

計測結果で得られた絶対値情報がそのまま直

接に医師と患者に診断結果の根拠を示すこと

である。絶対値の情報はすなわち、罹患状態

の直接評価につながり、医療技術の進歩に資

する一助になると期待している。 
 

２． 内容 

糖尿病患者における四肢末梢部の閉塞は血

管周囲の神経系統の機能不全を引き起こすた

め、わずかな傷や火傷が自覚症状無く悪化し、

壊死に至る場合がある。我々は血管の閉塞が

発現した際の異常を血流速の絶対値に基づく

イメージングによりその閉塞状態を定量的に

評価する方法の実現を目標とした。 
完全非侵襲のもとで血管内血流速を計測で

きる血流計を Two-beam Multipoint LDV
（MLDV：血流画像構築技術として特許取得

済）と名付けた（図 1）。  
Two-beam MLDV はフリンジ模様（光干渉

縞）を利用した計測方法（Laser Doppler 
Velocimetry）の計測技術に基づく 1)。計測原

理の模式図を図 2 に示す。光源を同一とする

単波長の 2 本のレーザー光が、異なる位相で

交差した場合、その交差点には波長や交差角

に依存する光干渉縞（光の縞模様）が形成さ

れる。光干渉縞の幅を d とすると、 
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         1  

 

にて波長 λ、交差角 θ、屈折率 n で決定され

る。光源から出力した光をキューブビームス

プリッターで二本の強度の等しいレーザー光

に分岐させ、ミラーによって平行光を形成す

る。レンズによって平行光を交差させれば干

渉縞が形成できる。レーザー光を生体外部か

ら生体内血管に照射させれば血管内に干渉縞

を形成することも可能となり、干渉縞を通過

する固体成分（例えば、赤血球）が移動速度に

応じた周波数成分を有する光を放つことにな

る。この周波数成分を Doppler 周波数（fd）と

みなし、fd を散乱光から推定することで血流

速度の導出までが可能となる。このように光

を利用した血流計測なために完全非侵襲をコ

 
図 1 System diagram for AOM-MLDV. 

 
図 2 Measurement principle of Laser Doppler Velocimetry. 
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ンセプトとする血流計が開発されることにな

る。以上の開発コンセプトに基づいて AOM-
MLDV の基礎技術の開発と閉塞を伴う血管

計測によって得られる知見の提示が本申請課

題のメインテーマである。過去の取り組みで

は、Two-beam MLDV によって、癌新生血管

の成長メカニズムの解明に向けた知見につな

がる計測結果を得ている 2)。 
レーザー光の交差点にできる光の明暗の干

渉縞を計測点とする流速計測方法を利用する

ことで、身体血管内にレーザー交点を形成す

ることのみで血流計測ができる。従来型 LDV
は一点計測である一方で、我々は多点同時

LDV を開発し（図 1）、血管内血流速の完全非

侵襲イメージングに取り組んでいる 3)。干渉

縞模様を通過する赤血球速度 v を散乱光周波

数スペクトラムから、ドップラー周波数、fd、

スペクトラム強度、P(f )、フリンジ幅、d とし

て、式(2)で赤血球速度の絶対値を得る。 
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一方で、干渉縞を通過する粒子の移動速度

に応じた周波数から速度を求めるために、ド

ップラー周波数は粒子の移動方向には依存し

ない周波数成分となる。すなわち、干渉縞の

縞模様に対して垂直方向に横切る赤血球が逆

方向に同じ速度で移動する場合にはどちらも

周波数成分は同じとなる。そこで、本申請課

題では音響光学素子 (AOM)を Two-beam 
MLDV に導入することで、血流絶対値と方向

成分の判別を可能にする 4)。 
LDV では流速方向を区別するために用い

る。レーザー光を fa = 80 MHz で振動させた

素子（AOM）を通過させることで光に faの周

波数を上乗せし、回析光（1 次光）と 0 次光で

レーザー交差面を形成する。これにより、フ

リンジ模様が連続して動き、ドップラー周波

数、fdに回析周波数 faの和（fd + fa）が散乱光

に含まれる。AOM ドライバーから fa とは別

に fbの周波数信号を作り、（fd + fa）の信号と

fb の信号を掛け算することで f ’d = (fa − fb) + 
fd の信号を取り出す。その結果、流速 0 のと

きの基準周波数を(fa − fb)にシフトでき、式(2)
で流速の絶対値を得ながら流速方向を判別で

きる。(fa − fb) < f ’dとなる場合を、赤血球の移

動方向を正とすると、(fa − fb) = f ’dのときは

流速 0 であり、(fa − fb) > f ’d は負の方向をも

つことになる。 
 

2.1 次世代型 3 次元流速計測装置の開発 
まず、通常の一点計測 LDV を開発した。こ

こで光源には水とヘモグロビンの吸収係数が

共に低い領域にある近赤外波長の 808 nm と

することで、流体計測分野で広く貢献してい

る LDV を生体計測に特化したものへと進化

させた。従来一点計測であることが LDV の短

所として挙げられることも多いが、AOM を導

入した効果を一点計測 LDV によって確認し

た後は、 LDV の計測領域拡大に取り組んだ。

計測領域を拡大することで、2 次元平面内の

血流速の瞬時多点計測が可能となる視野拡大

LDV を開発し、血流計へ応用する。計測平面

内から光干渉原理に基づく血流速信号を取得

し、2 次元血流画像を提供する。 
レーザー交点を計測領域とする LDV では

レンズの設置と配置により交差領域の拡大が

可能となる。スネルの法則に基づく光路設計

により、任意の計測領域の広さをもつ LDV の

開発に取り組んだ 5)、6)。 
 

2.2 模擬血管による閉塞部の影響 
測領域を拡大した LDV の動作や機能の確

認には、一辺 1.4 mm の矩形アクリル流路を

用意して、実際に脈動させた作動流体を計測

することで血液からの信号取得を行う。1.4 
mm のアクリル流路を用意し、作動流体には
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血液を模擬した模擬血液によって平易に実血

液を用いた計測系の確認が達成できる。  
本研究で対象とする血管の閉塞もまたアク

リル流路には模擬されている（図 3）。流路途

中に 0.2 mm の障害物を設置して、閉塞部を

形成した。閉塞部は血流の流れが阻害させる

ため、その位置の血流速が局所的に変化する。

その結果、血流速を検出することで閉塞部の

イメージングができることを実証し、閉塞度

合いを血流測値で評価できるシステムが構築

できることを示す。 
LDV は干渉縞を通過する固体粒子からの

散乱光を取得する。模擬血液は血液に含まれ

る赤血球と同程度の直径（d = 10 μm）を体積

割合 10%で蒸留水に混合した固液混相流体と

した。実血液は体積割合 3 割から 4 割程度で

あることを考えれば、散乱光強度の観点から

は体積割の低い模擬血液の方が不利な条件で

あり、模擬血液は信号確認として十分に機能

する。 
模擬血液を用いた計測領域の拡大、受光部

の多点化に取り組み、生体計測に向けた光学

系を確立する。計測領域は受光部光ファイバ

ーの径と配列で決まり、φ0.23 mm（空間分解

能）のファイバーの配列を利用して光信号を

Si-APD（Avalanche photo diode）に導く。光

信号を電気信号へ変換し、アンプで増幅し、

AD ボードを介してパーソナルコンピュータ

ーに入力することで周波数解析を実行できる

ようになる。サンプリングタイムは 0.1 μs、 
一回の計測時間を 1.5 s、周波数解析は 32,768
点の時間軸データを用いて行うこととする。

すなわち、時間分解能は 3.3 ms となる。 
 

 
３． 成果 

AOM を導入した新たな LDV の高度化を実

現するために、装置の構築から取り組んだ。

シリコンチューブを図 3 の流路に接続して、

ローターの回転を利用してチューブ内の作動

流体を送液する定量ポンプを用いて装置の動

作を確認した。ローターの回転を利用したポ

ンプの利点は脈動を形成できること、定流量

流れが容易に形成できることである。 
模擬血液を流動させた流路に、計測領域を

合わせて、流速の時間変化を計測した結果を

図 3 Simulated blood vessel with 

obstruction. 

 

図 4 Temporal change of flow velocity. 
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図 4 に示す。ローターの回転方向を逆方向と

し、流路や光学系の位置関係を変えることな

く、逆流を形成した場合の時間変化を図 4(b)
に示す。まず、本研究における成果の一つは

逆流を計測できる LDV を構築できたことで

ある。また、高空間分解能（ファイバーサイズ 
0.23 mm）で高時間分解能（3.3 ms）の条件

のもとで流速の時間変化が計測できた。さら

に、多点化でのメリットを活かし、図 5 に示

すようなファイバーアレイを用いることで流

路断面を横切るような配列における各点での

同時流速計測を行った。 
計測結果の妥当性は流量の比較で行った。

一定の容積が流れるまでの時間から算出した

体積流量が正流の場合にて 395 mm3/s であっ

たのに対して、流速の代表値を断面平均と時

間平均で算出して求めた値と断面積の積にて

流量を算出したところ、404 mm3/s であった。

395 mm3/s に対する誤差の割合は 2.2%であ

り、光学系の設計からデータ処理系の構築ま

でを行った本計測系にて体積割合 10% の脈

動流れが高時空間分解能のもとで概ね計測で

きていることが窺える。 
最後に、血流計測データのもとづく 3 次元

イメージング結果について示す。マウス耳内

の微細血管を対象にして平面方向、奥行き方

向の 3 次元空間の血流計測を行い、その計測

データに基づく血流速の 3 次元空間マッピン

グを行った。イメージングマッピングの構築

結果を図 6 に示す。計測点を奥行き方向にも

シフトしながら血流速計測を行った。取得し

た散乱光から各計測位置における流速を算出

し、空間座標にてマッピングした結果が図 6
である。流速が増大する領域が赤くなり、そ

の位置での血管の存在が示唆される。次の目

標は閉塞血管の形成と血流速度の計測である。 
 
 

４．まとめ 

本研究は逆流の計測が可能な完全非侵襲血

流計の開発を目的に、計測原理の理解と実現

から取り組んだ。光学系の設計やデータ処理

系を含む血流計構築の一連の取り組みを本助

成金の支援のもとで行った。流量を指標とす

る絶対値計測の結果の妥当性を確認するまで

に至り、閉塞部のような局所的な流れの異常

を伴う場合における評価が次の課題である。

コンセプトを概ね実現できたこと、次の取り

組み課題を明確にできたことが成果である。 
 
 
 

 

図 5 Optical fiber array. 

 
図 6 Mapping of blood velocity 

 in mouse-ear. 
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１． はじめに 

タンパク質１分子に起因した細胞応答、細

胞内情報伝達系の動作原理や、それを制御す

る 1 分子の基本的戦略を本質的に理解するた

めには、生体内での１分子動態と細胞活動を

同時観測し、その時空間的な相互作用を定量

化することが有効である。しかし、タンパク質

1 分子動態と細胞反応系を「生体内」で同時検

出する先駆的計測システムは未だ確立されて

いない。本研究では、超高分解能を有する X
線１分子計測法と、蛍光生体イメージング技

術を融合させることで、生きた線虫 C．エレ

ガンスの１分子動態と細胞応答を同時取得す

る計測法の開発を行った。 
 
２． X線１分子計測法 

２．１ Diffracted X-ray Tracking (DXT) 

Diffracted X-ray Tracking（DXT）法は、

金ナノ結晶を標識したタンパク質分子に準白

色 X 線を照射することで発生する金ナノ結晶

由来の回折輝点を追跡し、タンパク質の動き

を観測するユニークな計測手法である（図 1）。
DXT では、タンパク質１分子の動態をミリラ

ジアン（ピコメートル）の空間分解能、マイク

ロ秒の時間分解能で捉えることができる 1)。

生きた動物体内のタンパク質分子動態を計測

することは、生体内部という深部領域の観察

が必要で、非常に挑戦的な課題である。一般的

に、１分子計測法として、可視光を利用した

FRET2)や、原子間力顕微鏡（AFM）3)などが

よく利用されてきた。例えば、可視光を利用し

た全反射照明蛍光顕微鏡（Total internal 
reflection fluorescence microscope, TIRF）は、

試料を設置するスライドガラスと、試料の境

界面で全反射を起こす角度で励起光を入射さ

せる。ガラス近傍の物質を励起し、背景ノイズ

を極力軽減させて試料観察する 4)ため、観察

試料は薄膜に限定される。一方、AFM では、

探針でサンプルに直接触れる必要があり、生

体内部へのアクセスは困難である。これらの

計測法と比べて、X 線１分子計測法は、X 線

という透過性の高い光源を利用するため、生

図 1 DXT法の概念図 
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体深部領域でも比較的容易にアクセスできる。 
 
２．２ Diffracted X-ray Blinking (DXB) 

準白色X線を利用したDXTは非常に高い時

空間分解能を有する一方、放射光施設の利用が

必須である。準白色 X 線を利用できるビーム

ラインは日本でも数カ所に限定されてしまう。

最近、我々は単色 X 線を利用した１分子計測

法（Diffracted X-ray Blinking, DXB）を開発

した 5)。単色 X 線を利用した DXB は、放射光

施設だけでなく、ラボ設置の X 線回折装置を

利用した計測が可能で、高い汎用性をもつ。ブ

ラッグ条件を満たす回折は、単色 X 線に起因

した限定的な領域（デバイ‐シェラー環）であ

る。DXT のように、回折輝点を追跡して分子

の運動方向を同定することは難しいが、回折強

度 の 時 間 変 化 を 自 己 相 関 関 数

（Autocorrelation function, ACF）解析するこ

とで、分子運動を定量化できる（図 2）。 
本課題では、これら DXT、DXB の X 線１分

子計測法を用いて、細胞イメージング技術との

融合技術開発に取り組み、線虫体内の細胞・分

子動態の計測を試みた。 
 

３． 蛍光イメージング 

蛍光生体イメージングは、蛍光色素や蛍光タ

ンパク質などを利用して、臓器や組織などを生

きた状態で観察し、その内部に含まれる細胞や

分子の動態をリアルタイムで可視化する技術

である。昨今では、光学機器、蛍光イメージン

グ技術開発が精力的に展開されており、生きた

細胞の活動状態や分子の動きを直接捉えるこ

とが可能となっている。 
個体生物への最初の適用は、線虫 C. エレガ

ンスを利用して行われた。線虫における蛍光イ

メージングの様子を図 3 に示す。線虫は半透明

の体を有しているため、生きた自然な状態の線

虫細胞を顕微鏡下で容易に観察できる。M. 
Chalfie らは、線虫の筋肉系を対象として、緑

色蛍光タンパク質 GFP を導入することに世界

ではじめて成功し 6)、この業績により Chalfie
氏はノーベル賞を受賞した。 

 
４． 不凍タンパク質（Antifreeze Protein, 

AFP） 

図 3 線虫 C. エレガンス（上）と 

神経細胞の蛍光イメージング像（下） 

図 4 不凍タンパク質と機能  

図 2 DXB法の概念図と自己相関解析 
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不凍タンパク質は、極地に生息する魚や植物、

昆虫などから発見された。氷晶成長を阻害する

というシンプルかつユニークな機能をもつ。

AFP は、構造的に氷晶と非常に類似した氷結

合サイトをもっており、この面が氷と結合し、

氷同士の結合を防ぐと考えられている。 
最近、線虫に AFP 分子を遺伝的に発現する

トランスジェニック線虫を作製し、劇的な凍結

耐性の改善を発見した（図 5）7)。線虫自身は

本来 AFP 分子をもたないが、異なる生物種由

来の AFP 分子でも線虫の耐性を改善できるこ

とがわかり、最適な AFP 導入法や他分子との

作用などを検討することで、移植臓器や食品等

の新しい低温保存技術や長期保存技術につな

がると期待できる。 

 
５． 実験手法 

５．１ トランスジェニック線虫 

X 線１分子計測による線虫体内の分子動態

を観測するため、線虫腸細胞の細胞膜外に糖タ

ンパク質 CD4 と AFP をフュージョンさせた

コンプレックスを発現するトランスジェニッ

ク線虫を作製した（図 6）。金ナノ結晶は PBS
溶液に添加後、低温状態を維持した超音波洗浄

機で数時間ほど低温分散させた。数百以上の線

虫をナノ結晶溶液中に曝露し、ナノ結晶液を体

内（腸内部）に取り込ませた。腸内に取り込ま

れた金ナノ結晶は、ジスルフィド結合を介して

AFP 分子に結合する。 
 

５．２ X線１分子計測法の生体適用 

放射光施設 SPring-8、およびラボ X 線装置

（Rigaku FR-D）を利用して行った。サンプル

である線虫は、ナノ結晶溶液中で反応後、X 線

を透過する polyimide film に挟む、あるいは

X 線透過 Polydimethylsiloxane（PDMS）チッ

プに挿入することで固定した。PDMS チップ

には細い溝状構造が形成されており、ここに線

虫をトラップすることで半固定化できる（図

7）。 
 
５．３ 線虫の細胞応答イメージング 

線虫細胞の蛍光イメージング検証用として、

緑色蛍光タンパク質 Venus、または赤色蛍光タ

ンパク質 wrmScarlet を発現させた。神経特異

的な発現には H20 プロモーター、筋肉特異的

な発現には myo-3 プロモーターを利用した。 

図 5 不凍タンパク質を発現する線虫の低温

耐性  

図 7 線虫を使った X線１分子計測 

図 6 線虫体内に発現する不凍タンパク質へ

の金ナノ結晶標識法  
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６． 結果 

６．１ X線１分子計測系への蛍光観察システム導入 

X 線１分子計測と同時に、蛍光イメージン

グ観察ができるよう、計測システムを開発し

た。同軸照明付観察ユニット（シグマ光機）を

使い、細胞イメージングシステムの構築を試

みた（図 8）。空間分解能は 10μm 程度と線虫

細胞でも観察できる程度の分解能であること

がわかった。一方で、観察できた蛍光は微弱な

ため十分な精度とは言えない。蛍光タンパク

質の発現量を増やす、蛍光観察用光源をより

強力なものにする、など SN 比の改善が有効

と考えられる。 
 

 

６．２ DXTによる線虫体内の不凍タンパク質動態 

放射光施設 SPring-8 BL40XU ビームライ

ンを利用して、DXT による線虫不凍タンパク

質の分子動態を計測した。（１）菌類由来AFP、
（２）その変異 AFP（機能低下）、（３）魚類

由来 AFP をそれぞれ腸細胞特異的に発現し

たトランスジェニック線虫、（４）コントロー

ルとして AFP を発現しない線虫の４種類を

計測した。露光時間 30ms で、100 フレーム

測定した。機能的には、菌類由来 AFP と魚類

由来 AFP が同程度の氷晶阻害を示し、菌類由

来 AFP の変異体は著しい機能低下を示すこ

とがわかっている 7)。興味深いことに、DXT
測定から、菌類由来 AFP と魚類由来 AFP の

分子動態は比較的高く同程度の運動を示すの

に対して、変異 AFP やコントロールの分子動

態はゆっくりとした挙動を示すことがわかっ

た（図９）。 
 

６．３ DXBによる線虫体内の不凍タンパク質動態 

DXT の計測結果をラボ X 線でも再現でき

るか検証した。露光時間 100ms で、2,000 フ

レーム撮影した。ラボ X 線は、放射光に比べ

て強度が非常に弱いが、DXB 計測からも、

DXT データと同様の傾向を示す結果を得る

ことができた。またラボ計測では、−200℃程

度まで温度制御可能な冷却ステージを設置し、

−60℃程度まで温度を低下させたときの AFP
分子動態を計測した。すると、−10℃程度から

図 8 X線１分子計測系への蛍光観察システ

ム導入（SPring-8, BL40XU）. 10μm程度の

細胞観察が可能 

 

図 9 DXTによる線虫不凍タンパク質の動態計測（放射光施設 SPring-8 BL40XU）  
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菌類由来 AFP とその機能欠損変異体では質

的に異なる動態を示すことがわかった。さら

に、-20℃程度になると、氷晶由来の X 線回折

像を取得できることがわかり、AFP 分子動態

だけでなく、体内に形成される氷晶の形状、結

晶性、そして氷晶の動的情報を詳細に解析で

きることが明らかとなった。AFP 自身の動態

に加えて、氷晶解析による機能評価という新

しい評価系につながる有意義なデータを得る

ことができた。 
 

７． まとめ 

本研究課題では、タンパク質 1 分子動態と

細胞反応系を生体内で同時検出する計測技術

の開発を行った。超高分解能を有する X 線１

分子計測法と、蛍光生体イメージング技術の

融合を試み、生きた線虫 C．エレガンス体内

の１分子動態と細胞応答の同時取得を目指し

た。X 線１分子計測系に併設可能なコンパク

トな蛍光観察顕微鏡を構築した。対物レンズ

作動距離を加味した結果、10μm 程度の空間

分解能での計測ができることがわかった。細

胞観察にも十分有効な精度であることがわか

った。しかし一方で、観測できる蛍光量が微弱

なため、十分な精度を得ることができなかっ

た。サンプルの蛍光タンパク質発現量を増や

す、蛍光計測用光源の強度を上げるなど一定

の工夫で改善できると思われる。また、線虫不

凍タンパク質の X 線１分子計測では非常に興

味深い結果を得た。不凍タンパク質の種類や

測定温度に応じて、AFP の動的挙動が全く異

なることがわかった。さらに、-20℃程度の凍

結温度では、AFP だけでなく氷晶の回折像を

取得できることもわかり、氷晶という新しい

AFP機能評価のパラメータを得ることができ

た。 
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１． はじめに 

従来、医薬品を開発する為には、動物実験が

必要不可欠と考えられてきた。しかし近年、動

物愛護の観点から、動物実験への代替法が強く

望まれている。そこで最近になって、生体外で

組織体を作製する「組織工学技術」が着目され

始めている。医薬品の販売が中止される理由と

して、特に心毒性が挙げられることから、試験

管内で心筋組織を作製することは、新薬を開発

する上で非常に重要な課題である。本研究では、

ヒト心臓細胞からなるスフェロイドを、マイク

ロ剣山上に配置することで、心筋組織モデルを

作製し、薬剤を添加した際のモデル心筋組織体

における収縮の変化について評価する。 

 
２． 内容 

我々の研究グループは、スフェロイドを用い

て、足場材料を使用せずに（スキャフォールド

フリーで）、3 次元組織体を作製出来るバイオ

3Dプリンティング技術を確立した(図 1)。本手

法により、スフェロイドをマイクロ剣山上の任

意の位置に積層することが出来、積層したスフ

ェロイド同士が相互に融合することで、組織体

を形成させることが出来る 1)。申請者らはこれ

までに本技術を用いて、自律的な拍動を有する

心筋組織体の作製に、既に成功している(図

1)2)。 

 

マイクロ剣山上に作製された心筋組織体が

収縮する際、剣山の各針に「たわみ」が認めら

れた(図 2)。そこで、この剣山の「たわみ」を

移動距離として計測し、その測定結果を収縮力
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に変換して解析することで、3次元心筋組織体

の薬理応答性を検討した(図 2)。 

 

３． 成果 

3-1) 心筋組織体作製条件の最適化 

我々は、作製した心筋組織体の培養期間を最

適化した。その結果、作製してから培養７日目

には、マイクロ剣山上に心筋スフェロイド同士

が融合し、管状の心筋組織体を作製することが

出来た。更に、作製直後と比較すると、収縮力

が増加し、拍動回数が低下していた(図 3)。我々
は以上の結果より、心筋組織体は、マイクロ剣

山上で、７日間培養することで、心臓組織とし

て成熟化していると考え、薬剤に対する心筋組

織体の薬剤応答性は作製してから培養７日目

の心筋組織体を用いた。 
 
 

 

3-2) 心筋組織体の温度応答性、電気刺激応答

性の検討 

次に作製した心筋組織体が心臓と同様の生

理学的特性を有するか検証する為に、温度応答

性、電気刺激応答性を検討した。その結果、低

温培養条件(27℃)では拍動数が低下し、高温培
養条件下(43℃)では拍動数が増加することが
明らかになった(図 4)。更に、電気刺激(1Hz、
2Hz)を供した結果、拍動回数を制御すること
が出来た(図 4)。以上の事から、作製した心筋
組織体は心臓の生理学的特性を有しているこ

とが明らかになった。 
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3-3) 心筋組織体の薬理応答性評価 

我々は、作製した心筋組織体に対して表の薬

剤を添加し、正確に薬理応答性を測定できるか

検討した。 

 
心臓の収縮力と拍動回数を増加させる薬剤

であるイソプロテレノールを心筋組織体に添

加した結果、添加直後から収縮力と拍動回数が

増加した(図 5)。それに対して、収縮力と拍動
回数を低下させる薬剤であるプロプラノロー

ルを添加した際には、心筋組織体の拍動は一時

的に停止した(図 5)。又、心臓の収縮力のみを
低下させるブレビスタチンを添加すると、心筋

組織体の収縮力が一時的に低下した(図 5)。 
加えて、上記の薬剤を除去し、洗浄した結果、

薬剤添加前の収縮力、拍動回数に戻りつつあっ

た。以上のことから、上記の薬剤の特徴である

可逆性も明らかにすることが出来た。 

 
次に、カリウムチャネル阻害剤であり、抗不

整脈薬として知られているE-4031を心筋組織
体に添加した後に、拍動の挙動を観察した。そ

の結果、薬剤添加直後、早期後脱分極と思われ

る拍動挙動が観察され(図 6)、添加から 10 分
後には収縮の間隔が不均一になり、不整脈と思

われる波形が観察された(図 6)。以上の事から
本手法を用いることでイオンチャネルを阻害

する様な薬剤も評価出来ることが示された。今

後は、収縮力だけではなく、細胞外電位も同時

に評価することでより正確に評価出来ると思

われる。 

 
3-4) 心筋組織体の心毒性評価 

最後に、心筋組織体に対する薬剤の心毒性を

評価した。心毒性を評価する為に、抗がん剤と

して臨床応用されているドキソルビシンを用

いた。心筋組織体をドキソルビシンを添加して、

1時間後、24時間後、72時間後に心筋組織体
の収縮力、拍動回数を測定し、ドキソルビシン

の添加した際の細胞の生存率の増減、心筋細胞

のタンパク質発現の増減を組織学的評価方法

により解析した。その結果、ドキソルビシンを

添加して 24時間後には、心筋組織体の収縮力
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が著しく低下し、72 時間後には心筋組織体の
拍動は停止していた。更に、心筋特異的なタン

パク質の発現、細胞の生存率が減少していた

(図 7)。以上のことから、本薬理応答試験方法
と組織学的評価方法を組み合わせることで、薬

剤に対する心筋組織体の心毒性を評価するこ

とが出来た。 

 

４．まとめ 

我々の開発した新規薬理応答試験方法は、心

筋組織体の収縮力と拍動力を 3 次元的に評価
できることが明らかになった。本手法と、組織

学的評価方法(細胞の生存率)を組み合わせる
ことで、薬理応答性だけではなく、心毒性を評

価することもできる(現在、論文投稿中)。今後
は、心筋組織体の収縮力だけではなく、細胞外

電位も評価できる手法を開発することで、心筋

細胞のイオンチャネルに影響を及ぼす薬剤も

評価できることが期待される。 
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１． 研究背景 

1-1．慢性足関節不安定症 
慢性足関節不安定症（ chronic ankle 

instability：CAI）は、足関節捻挫後に適切な
治療がなされなかったために足関節の不安定

性が残存している状態を表す。スポーツや日

常生活において、急激な足首のずれ（Giving-
way）や捻挫を繰り返すことが臨床的特徴と
して挙げられ、これに伴う不安感や疼痛で活

動に支障をきたすとされている。また、不安

定性を放置すると関節破壊が進行し、変形性

足関節症となり歩行困難となることが問題と

して挙げられる 1)。 
CAI の要因となるのは、スポーツ現場・日
常生活において身近な外傷となる足関節捻挫

であり、公益財団法人スポーツ安全協会の調

査によると、傷害種別では捻挫が 60,440 件
（35.8%）と最も多く、傷害部位別では足関節
が 25,122件（14.9%）と 2番目に多い事例で
あることが報告されている 2)。これは捻挫と

足関節の事故発生件数を別に調査したもので

あるが、足関節捻挫の受傷者が多いことが推

測できる。また、足関節捻挫後の 32-74％で足

関節の不安定感が残存しているとの報告も挙

げられる 3),4)。足関節捻挫は、医療従事者や社

会一般的にも「たかが捻挫」という認識が未

だ蔓延しており、不適切な初期治療によって

足関節捻挫の 20％が CAI に移行している。
実際に、足関節不安定性の愁訴にて来院する

患者が後を絶たないが、問診と徒手検査が中

心の診断基準しか存在せず、一般の整形外科

外来では「捻挫後後遺症」の曖昧な診断名の

もと放置されることも多い。 
CAI の検査は、力学的ストレス条件下での
単純 X線が用いられる。これは足関節靭帯の
弛緩を検出し、間接的に不安定性の評価を行

うものであるが、検者による徒手的な方法で

あるため客観性に乏しい。また、患者の疼痛

への防御反応により足関節周囲筋の弛緩が得

られず、偽陰性率が高いことが知られる。さ

らには、慢性足関節不安定症の病態には、靭

帯の緩みだけでなく、周囲の筋力低下や固有

知覚を含むバランス能力の低下の因子も大き

く関与しており、徒手ストレスの結果が正し

く病態を反映しているとは言い難い。本疾患

の潜在的な患者数に鑑みれば、新たな診断技
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術開発は医療の標準化において喫緊の課題で

ある。しかし、足関節不安定症患者の歩行動

作中の Giving-way を運動学的特徴として捉
えた研究は未だ存在しない。 

Northeastらは CAI患者の歩行時踵接地後
のタイミングで、足関節が内反する結果を報

告した 5)。また、Morrison らは CAI 群では
歩行動作中の足圧中心（Center of Pressure：
COP）が外側に偏移することを明らかにした
6)。これらの結果を踏まえ、CAI患者の歩行中
の足部には大きな剪断応力がかかることが考

えられる。 
 

1-2．Giving-way 
CAI の歩行特徴である、急激な足首のずれ
を表す Giving-way は、足関節に患者の意識
が集中している場合には起こりにくく、短時

間の院内検査で検出することは困難である。

Gribbleらの研究によると、Giving-wayは歩
行周期における初期接地の直後に後足部が大

きく内反するが、靭帯損傷に起因する痛みを

伴わない現象であると定義されている 7)。し

かし、Giving-wayはこのように言葉で定義さ
れているものの、発作性の性質を持つために

検出が難しく、また Giving-way の定量的評
価に関する研究も未発達であることから 8)~10)、

曖昧な現象である。そのため、臨床現場での

問診の際には、患者からのエピソード記憶に

頼らざるを得ない現状が挙げられる。 
 

1-3．足底三軸力計測デバイスの開発 
著者らの研究グループではこれまでの先行

研究において、足底部の剪断応力計測が可能

な足底三軸力計測デバイスの開発を行ってき

た。本デバイスは図 1 に示すように小型高感
度三軸力センサ（ショッカクチップセンサ：

TS40S1-WM155-K1-P1A-C200、タッチエン
ス株式会社製）を靴のインソール（プロフィ

ットインオールソール、荒川産業株式会社製）

に配置し、無線通信により制御用コンピュー

タや情報端末に伝送可能な仕組みを有する。

採用した三軸力センサの定格荷重は圧力

+40N、剪断応力±8N である。無線通信には
Bluetooth 方式を採用し、電子回路基板に
Bluetoothモジュール（ZEAL-C02、エイディ
シーテクノロジー株式会社製）を搭載した。

データ通信のためのサンプリングレートは

100Hzとした。これにより、ヒトの足底にか
かる圧力（皮膚面に対し垂直に加わる力）に

加えて、剪断応力（皮膚面に平行に作用する

力）の数値を測定することが可能である。 
 

２． 研究目的 

CAI の診断技術の信頼性を向上させるため
には、現行の主観的な診断方法に客観的な判

断材料を与える必要があることから、足底三

軸力計測デバイスをCAI患者の歩行評価に応
用することが可能であると考えた。本研究で

は、病院外環境下で歩行に支障なく長時間計

測が可能な足底三軸力計測デバイスを活用し、

CAI の診断基準を確立することを目的とする。
診断への応用には、CAI 患者と健常者の比較
が必要であることから、不安定性が高い重症

患者群と健常者群での計測データの比較検討

を進めた。 
 

 
 
 

図 1 足底三軸力計測デバイス 
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３． 方法 

3-1．足底三軸力計測デバイスの改良 
CAI 患者の歩行特徴を捉えるために、足底
三軸力計測デバイスと制御用ソフトウェアの

改良を行った。三軸力センサは図 2 に示すよ
うに、足部アーチ構造に寄与する足底の 4 点
（踵・第 5 中足骨基部・第 5 中足骨頭・第 1
中足骨頭）に配置した。片足 4 点ずつのセン
サ情報を無線通信により取得し、図 3 に表す
ように制御用アプリケーションソフトウェア

においてセンサデータのモニタリング・記録

が可能なよう構成した。制御用アプリケーシ

ョンソフトウェアの開発環境は Android 
studioである。 
ここで、センサから得られる三軸力値の出

力波形の解釈方法について、図 4 に表す。本
図は、ヒトの歩行時に足部と床にはたらく力

の作用（灰色矢印）・反作用（黒色矢印）の関

係を示している。その力は、3次元座標では水
平方向（x軸方向・y軸方向）と、鉛直方向（z
軸方向）に分解して考えることができる。x軸

方向の分力は歩行中の進行方向に対して左右

方向の動きを示す。y 軸方向の分力は前後方
向の動作を表し、z軸方向の分力は垂直方向に
対する力を示している。図 5 に示すように、
右足の場合、センサから足に働く力（ヒトの

足から見て反作用）は、x軸：内側・y軸：後
方・z軸：上向きが正の向きとなるため、足か
らセンサに働く力（ヒトの足から見て作用）

は、x軸：外側・y軸：前方・z軸：下向きが
正の向きであると解釈できる。本研究の結果

および考察は、ヒトの足がセンサに及ぼす力

について言及する。また、y軸の前後方向と z
軸の上下方向は左右の足で同様に考えること

ができるが、x 軸の左右方向は対称性により
左右の足で力の向きを反対に解釈する必要が

あるため、x 軸に関しては左足の値にマイナ
ス 1 をかけ、符号の正負を反対にする処理を
行った。 

図 3 ソフトウェアの計測画面 

図 4 足部と床にはたらく力の作用・反作用の関係 図 5 三軸力センサの向き 

図 2 センサ配置 
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3-2. CAI患者と健常者の歩行計測実験 
a) 対象：CAI患者群は足関節不安定症を有
する患者 4名（20～40歳男女）であり、共同
研究者らが診療を行っている東京大学医学部

附属病院整形外科「足外科外来」に通院中の

患者に協力を要請した。健常群は 7名（20～
40歳男女）であり、CAI患者群に対して年齢
や性別を対応させた対象者を募り、実験参加

の依頼を行った。患者群の選定には、Gribble 
らにより定義されたCAI患者リクルート基準
に含まれる推奨アンケートの 1 つである
Cumberland Ankle Instability Test（CAIT）
11) に基づき、Kunugi らにより発表された日
本語版 12)を採用した。健常群は足関節捻挫の

既往・下肢手術の既往・神経疾患や運動器疾

患のある者を選定の除外とした。 
b) 方法：被験者は図 6に示す足底三軸力計
測デバイスを足部に装着し、光学式モーショ

ンキャプチャシステム（ViconNexus、Vicon 
社製）の反射マーカーを足関節のランドマー

クに設置した。また、表面筋電位計測装置

（BioSignalsPlux、クレアクト社製）を用い
て、歩行動作中の前脛骨筋・腓腹筋・腓骨筋の

筋活動を計測した。本実験において使用した

靴は足底部が平らな靴底で、紐で足部への装

着感を調整可能なスニーカー（OLD SKOOL 
DX V36CL、VANS 社製）を選択した。スニ

ーカーのサイズは 1cm刻みで複数用意し、被
験者に最適なものを選定した。 
実験室内で歩行中の Giving-way を捉える

ために、以下の 3つの条件を設定し、10mの
歩行計測を5試行ずつ実施した。(A)通常歩行：
平らな地面の上で、靴底が平らなスニーカー

を履いて歩行、(B)傾斜路歩行：15度傾斜の片
流れ斜面の上で、靴底が平らなスニーカーを

履いて歩行、(C)加工靴歩行：平らな地面の上
で、靴底に半径 2cmのゴム製の半球（扶桑ゴ
ム産業株式会社製）を装着したスニーカーを

履いて歩行。これら(A)～(C)の実験時の様子
を図 7に示す。 
本研究は、東京大学医学系研究科倫理委員

会、産業技術総合研究所医工学応用実験審査

委員会、奈良女子大学・お茶の水女子大学の

倫理委員会の承認を得て実施した。 
計測結果の解析には、センサ出力値の全体

的な傾向を掴むために立脚期中のデータを用

  図 7 各条件における実験実施の様子 

図 6 足底三軸力計測デバイスの外観 
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いて平均と標準偏差を求めた。また、時系列

データの直接比較が可能な統計的パラメトリ

ックマッピング（ Statistical parametric 
mapping：SPM）13) の手法を用いて、両群

の出力波形の比較分析を行った。これらのデ

ー タ 分 析 に は MATLAB R2017a
（MathWorks社）を使用した。 

 
４． 結果 

実験の結果、CAI患者群 4名においてはど
の条件においても顕著な Giving-way の動作
が得られず、Giving-way発生時のデータの検
出を行うことができなかった。そこで、CAI患
者群と健常群の歩行特徴の差異を把握するた

め、図 8・図 9 に足底三軸力計測デバイスの
センサの位置と各軸の値の平均と標準偏差、

SPM解析の結果を表した。ここでは、例とし
て 3 条件のうち平地歩行のみの結果を示して
おり、CAI 群は患側、健常者群は利き足の値
を用いている。各グラフの左図中の赤い実線

は CAI群の平均、青い実線は健常群の平均を
示し、各色の領域は標準偏差である。縦軸は

センサの出力値を被験者の体重で除した値、

横軸は歩行周期とした。各グラフの右図は

SPM の結果を示しており、縦軸は SPM{ t }
値、横軸は歩行周期である。 
図 8の(1)踵では、x軸において CAI群の平

均値の大きなピークが負の方向（内側）に見

られ、y 軸では健常者において前方方向にば
らつきが大きい結果を示した。図 8の(2)第 5
中足骨基部では、x 軸においては立脚初期の
CAI 群に外側方向にばらつきが大きく、y・z
軸においても健常群よりもCAI群で大きなピ
ーク・ばらつきが見られた。図 9の(3)第 5中
足骨頭では、x 軸において健常群の方が外側
方向にばらつきが大きく、y軸の前方方向・z
軸の下向きの方向に CAI群のピーク値・ばら
つきが大きい傾向にあった。図 9の(4)第 1中
足骨頭の位置では、x軸で CAI群の値のばら

つきが広範囲で見られ、y・z軸では健常群の
方が正の方向にピーク値・ばらつきが大きい

傾向にあった。上記の各項目において SPM解
析を行った結果、群間で有意な差は得られな

かった。 
三軸力センサはインソールに固定されてい

るため、被験者の足が歩行中に回旋すること

の影響を踏まえて各軸の成分を合成した結果

も算出した。図 10はセンサの xy成分の合成
ベクトルの大きさ、図 11は xyz成分の大きさ
を平地歩行時のデータにおいて群間比較した

結果を示した。本図においてもCAI群は患側、
健常者群は利き足の値を採用した。 
図 10(1)踵のセンサ位置の結果では、両群
共に歩行周期 0～20%の間と、CAI 患者群
の場合は 100%に到達する地点において出
力のピークが見られ、これらの地点では

CAI 群の方が健常群よりも大きな値を示し
た。(2) 第 5中足骨基部においては両群共に
0～60%の間に二峰性の波形が見られ、CAI
群が健常群よりも大きな値を示した。(3) 第
5 中足骨頭では、両群共に歩行周期の 0～
60%の間に複数の出力ピークが見られ、CAI
群が健常群よりも大きな平均値を示した。

(4) 第 1中足骨頭においては 0～60%の間に
約 0.35Nと特に大きな出力ピークが得られ
た。上記の各項目において、SPM解析では
CAI 群と健常群との有意な差がある結果は
得られなかったが、歩行周期のタイミング

ごとに出力ピークが異なり、両群の出力波

形の特徴が観察できた。xy合成ベクトルが
ピークとなる時刻は両群間で一致する傾向

にあった。 
図 11においては、(1)踵の位置では両群共
に歩行周期 0～20%の間に波形のピークが
あり、(2) 第 5 中足骨基部においては 0～
60%の間に波形のピークが見られた。ここ
では、健常群よりも CAI群の結果が大きな
出力傾向を示している。(3)第 5中足骨頭の
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位置では歩行周期の 40%付近において各群
の波形のピークが見られ、CAI 群が健常群
よりも大きな出力平均を示すことがわかっ

た。(4)第 1中足骨頭の位置においては、歩
行周期の 40～50%付近において両群の出力
ピークが見られ、CAI 群よりも健常群の方

が約 1.8 Nと特に高い値を示した。SPM解
析の結果では図 10 の結果と同様に両群の
間で有意な差は見られなかったが、xyz合成
ベクトルがピークとなる時刻は、両群間で

概ね一致していた。 
 

(1)踵 x 

(1)踵 y 

(1)踵 z 

(2)第 5中足骨基部 x 

(2)第 5中足骨基部 y 

(2)第 5中足骨基部 z 

図 8 (1)踵と(2)第 5中足骨基部の軸ごとの平均・標準偏差・SPM解析結果 

外 

内 

前 

後 

下 

上 
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(3)第 5中足骨頭 x 

(3)第 5中足骨頭 y 

(3)第 5中足骨頭 z 

(4)第 1中足骨頭 x 

(4)第 1中足骨頭 y 

(4)第 1中足骨頭 z 

図 9 (3)第 5中足骨頭と(4)第 1中足骨頭の軸ごとの平均・標準偏差・SPM解析結果 

外 

内 

前 

後 

下 

上 
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(1)踵 (2)第 5中足骨基部 

(3)第 5中足骨頭 (4)第 1中足骨頭 

 図 11  xyz合成ベクトルの平均・標準偏差・SPM解析結果 

(1)踵 (2)第 5中足骨基部 

(3)第 5中足骨頭 (4)第 1中足骨頭 

 図 10 xy合成ベクトルの平均・標準偏差・SPM解析結果 
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５． 考察 

図 8・図 9の結果では(1)踵・(2)第 5中足骨
基部・(4)第 1中足骨頭の x軸の値、(3)第 5中
足骨頭の y軸の値において、CAI群の中でば
らつきが特に大きい傾向にあった。また、(2)
第 5中足骨基部の yと z軸、(3)第 5中足骨頭
の yと z軸、(4)第 1中足骨頭の yと z軸の値
では、CAI 群と健常群で異なる波形の特徴が
見られたが、統計的有意差は得られなかった。 
図10のxy合成ベクトルを表した結果では、

(2)第 5中足骨基部、(3)第 5中足骨頭、(4)第 1
中足骨頭の位置に CAI群・健常群の間で異な
る特徴が見られたことから、中足部から前足

部に係るこれらのセンサ位置の値を比較する

ことで両群の歩行特徴に着目できることがわ

かる。図 11の xyz合成ベクトルでは、(1)踵、
(2)第 5中足骨基部の位置のセンサ出力値で両
群間の異なる特徴が得られたことから、後足

部～中足部に係るセンサ位置に着目して両群

の歩行特徴を観察できると考えられる。また、

センサの設置位置が前方に進むことに従い、

xyz 合成ベクトルの波形のピークが後方に見
られた結果は両群に共通していた。これは、

COP が最もセンサに近づいた時刻にセンサ
の力学量がピークに達することを反映してい

るためと考えられる。 
Northeast らの先行研究では、CAI 患者の
歩行動作において踵接地後に足部が内反する

傾向が見られたが 5)、本研究結果ではこれを

反映して CAI 群の xy 合成ベクトルは大きい
傾向にあった。同時刻の力学量は足部の内側

後方方向にかかる剪断応力であり、足部内反

位での荷重と一致する。また、同様の先行研

究ではモーションキャプチャを用いた角度計

測により上記の傾向を捉えたが、これらの手

法は大規模な施設を有する実験室でのみ計測

可能であり、臨床応用は難しい。そのため、足

底三軸力計測デバイスを用いることで、CAI
患者／健常者の歩行特性をより反映した計測

が実施できる可能性がある。 
CAI患者の歩行動作において、COPが外側
に偏移するという研究が挙げられる 6)。本研

究においては、第一中足骨頭の xy合成ベクト
ルに差はなかったが、xyz 合成ベクトルでは
健常者で値が大きく、CAI 群で小さい傾向に
あった。これは立脚後期での COPの外側偏移
を反映していると考えられる。さらに足底三

軸力計測デバイス上の外側に設置した 2 セン
サは CAI 群で xy 合成ベクトルが大きい傾向
にあったが、xyz ベクトルを合成することで
その差はより強調された。このことから、先

行研究で示されたCAI患者群の特徴を足底三
軸力計測デバイスにおいても捉えられること

がわかった。本研究では被験者数が少なく、

実験結果に統計学的有意差は見られなかった。

今後研究を継続し、被験者数を増やすことを

予定している。 
 

６． まとめ 

本研究では、慢性足関節不安定症（CAI）患
者を対象とした支援技術の構築を目的とし、

足底三軸力計測デバイスの開発を行った。本

デバイスを用いた実験の結果より、CAI 患者
4 名と健常者 7 名の歩行特徴を比較すること
ができた。先行研究において報告された、CAI
患者で見られる歩行中の踵接地後に足部が内

反する傾向や、立脚後期での COPの外側偏移
を反映したと考えられる特徴を本デバイスの

出力値 xy／xyz合成ベクトルにおいても捉え
られることを確認した。これらの結果より、

CAI 患者の日常生活中における歩行特徴の定
量的評価が可能となり、CAI の診断基準の確
立に繋がる知見が得られたと考えられる。 
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１． はじめに 

季節性インフルエンザなどの感染症の診断

に広く使われているイムノクロマトグラフィ

ーは、簡易なウイルスの検出が可能であるが、

検出感度が十分でなく、発症の初期の段階では

陽性反応が出にくいといった問題があった。金

属表面における自由電子の集団振動である表

面プラズモン共鳴現象を利用した光学バイオ

センサは、生体分子の高感度な検出が可能な手

法として知られている。従来型の表面プラズモ

ンバイオセンサでは分光もしくはイメージン

グによって生体分子の検出を行うが、安定した

光源と測定法に適した検出器および光学素子

が必要となる。そのため、生体分子の高感度検

出が可能な手法であっても、研究設備の整って

いない現場での使用は困難であった。近年、性

能が向上しているスマートフォン内臓カメラ

を利用し、持ち運びが可能な小型の表面プラズ

モンバイオセンサの開発が盛んにおこなわれ

ており、標的分子の高感度検出が実現されつつ

ある。 
本研究では、病原性ウイルスに関連する生体

分子の迅速・その場検出が可能な手法として、

プラズモニックメタ表面を用いた比色型のバ

イオセンサに着目した。プラズモニックメタ表

面とは金属の微細構造が配列した表面のこと

で、微細構造によって本来の金属光沢とは異な

る多様な光学特性を実現できる。本研究では、

鮮やかな色を呈するプラズモニックメタ表面

をバイオセンサの感応部に用いることで、セン

サ基板の色の変化を指標とする生体分子の検

出を行った。 
 
２． 内容 

本研究で提案する比色型の表面プラズモン

バイオセンサの概要を図１に示す。センサの感

応部には、鮮やかな呈色が得られる金属ナノ構

造体配列を用いる。本研究では、ポリスチレン

（PS）の微粒子が密に配列した粒子膜上に金

図 1 比色型プラズモニックバイオセンサの概

要。 
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属薄膜を成膜して作製できる金属ナノドーム

アレイ構造を用いた。この構造の利点は、構造

作製に大型の微細加工装置が不要で、ドーム径

などのパラメーターも容易に制御可能な点で

ある。センサ表面への生体分子の結合による共

鳴状態の変化を測定する点は、従来の表面プラ

ズモンバイオセンサと同様だが、本研究では共

鳴曲線のシフトや特定の波長での光学応答で

はなく、センサ基板の色の変化を測定する。具

体的な研究内容としては、まず、金属ナノドー

ム構造の作製に用いるポリスチレン粒子の大

きさや、製膜する金属薄膜の膜厚を調整し、色

による測定に適した構造パラメーターを精査

した。次に、センサ基板の画像撮影と反射特性

の評価が同時に行えるように測定装置の改良

を行った。最後に、改良した装置およびセンサ

基板を用いて、モデルサンプルを用いたイムノ

アッセイを行った。 
 

３． 成果 

３．１．金属ナノドーム構造のサイズ効果の検証 
金属ナノ構造配列の光学特性は、配列を構成

するナノ構造のサイズに依存することはよく

知られている。本研究では、粒径 100～500nm
のPS粒子を用いてスピンコート法で粒子膜を
作製し、銀および金を用いて金属ナノドームア

レイ構造を作製した。以後、簡単のために構造

作製に用いたPS粒子の粒径をドーム径と呼ぶ。
作製した金属ナノドーム構造の空気および水

界面での写真を図２に示す 1)、2)。空気界面では、

ドーム径 200および 350nmのナノドーム構造
で、黄、青、赤、緑と鮮やかな呈色がみられた。

一方、基板表面上に水を滴下し、媒質の屈折率

が上昇すると、ドーム径 200nmの構造でのみ
鮮やかな呈色がみられた。作製した構造の反射

スペクトル特性から、ドーム径が大きくなるほ

ど反射率のディップとして現れる表面プラズ

モンの共鳴波長が長波長側に現れることが明

らかになった。また、センサ基板上に水を滴下

し媒質の屈折率が増加すると、共鳴波長が長波

長シフトした。ドーム径 350nm の構造では、

水界面では共鳴波長が近赤外波長領域までシ

フトしたために、呈色がみられなくなったもの

と考えられる。 
金属ナノドーム構造の基本的なバイオセン

サ性能特性を評価するために、金ナノ粒子を信

号増強剤として用いたDNAハイブリダイゼー
ションの検出を行った。図３に、センサの概略

図と、ドーム径 200nmの銀ナノドームアレイ

図 2 作製した銀および金ナノドームアレイの

写真。写真の一辺は約１cm。 

図 3 (a) 金ナノ粒子を信号増強剤とした DNAハ

イブリダイゼーションの検出。(b)金ナノ粒子結

合前後の銀ナノドームアレイ（ドーム径 200nm）

の反射スペクトルと基板の写真 2)。 
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の代表的な反射スペクトルおよびセンサ基板

の写真を示す。銀ナノドームアレイ表面には、

薄い金薄膜を酸化保護層として積層し、表面修

飾をおこなった。図３(a)に示したように DNA
ハイブリダイゼーションによって金ナノ粒子

がセンサ表面に結合すると、反射スペクトルに

見られる共鳴波長が大きく長波長シフトする

とともに、センサ基板の色も赤紫色から青緑色

に変化した。この色変化は、色相（Hue）、彩度
（Saturation）、明度（Value）からなる HSV
色空間の色相角度で約 150 度の変化に相当す
る。他のドーム径の構造でも同様の実験を行っ

た結果、水界面で共鳴波長が 550nm前後に現
れる銀ナノドームアレイ構造で最も顕著な色

相の変化がみられ、比色法による生体分子検出

に有利であることが示唆された。 
 
３．２．測定光学系の改良 

前項の実験では、金属ナノドームアレイの画

像は市販のデジタルカメラで撮影したが、セン

サ基板の色相を高い再現性で測定し、より高い

精度で分光法での測定と比較が可能となるよ

うに光学系の改良を行った。図 4に示したとお
り、白色光源から光ファイバーを通して放射し

た光はコリメーターとビームスプリッターを

通してセンサ基板に入射される。センサ基板か

ら反射した光はビームスプリッターとコンデ

ンサレンズによって光ファイバーに結合し、分

光器で測定される。ビームスプリッターで反射

されなかった反射光は CCD カメラで結像し、
カラー画像として観察する。基板上部に配置し

たレンズを付け替えることで、センサ基板の全

体像の撮影と直径１mm 程度のスポットから

の反射率測定の容易な切り替えを可能にした。 
 

３．３．イムノアッセイへの応用 
作製したセンサ基板と改良した光学装置の

基本性能を評価するために、モデルサンプルに

よるイムノアッセイを行った（図５）。この実

験では、金薄膜で被覆した銀ナノドームアレイ

（ドーム径：250nm）に、（i）ポリドーパミン
薄膜を修飾し、（ii）モデルの標的分子としたラ
ビット IgG の捕捉抗体をセンサ表面に結合さ
せた。その後、(iii)標的分子であるラビット IgG
と、(iv)抗ラビット IgGで修飾した金ナノ粒子
を順にセンサ基板表面に結合させ、センサ基板

の写真と反射スペクトルの測定を行った。ポリ

ドーパミン薄膜への捕捉抗体の結合前後で、共

鳴波長が 544nm から 9nm 長波長側に、色相
角度が 282 度から 263 度に変化し、基板の色
も赤紫色から青みが強くなっていることがわ

かる。また、本実験では高濃度（100nM）のラ
ビット IgGを用いたが、ラビット IgGのみの
結合でも、色相角度が 1度変化した。信号増強
剤として金ナノ粒子を使うと、センサ基板の青

みがさらに強まる様子が見られた。以上の結果

から、提案した金ナノ粒子の信号増強効果を用

いない直接法でも、ｎM レベルでの IgG の検
出が可能であると考えられる。標的分子のモデ

ルとしたラビット IgG の検出限界値や、信号
増強剤として最適な金ナノ粒子の粒径や形状

については、現在実験および検討を進めている。 
 
 

図 4 改良した光学系。 
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４． まとめ 

本研究では、感染症を引き起こす病原性ウイ

ルスなど、迅速なその場検出が求められる生体

分子検出が可能な手法として、比色型プラズモ

ニックバイオセンサの開発に取り組んだ。提案

のプラズモニックバイオセンサの実現のため、

ナノ構造配列によって鮮やかな呈色を示す金

属ナノドームアレイ構造を利用した。金属ナノ

ドームアレイはドーム径によって光学特性を

制御できることから、比色法に適したドーム径

の検証を行った。その結果、粒径 200 nm前後
のドーム径を持つ銀ナノドームアレイが水溶

液界面においても鮮やかな呈色を示し、HSV
色空間の色相を指標とする生体分子計測に有

用であることが明らかになった。また、より高

精度で再現性良く測定を行うために光学系の

改良を行った。改良した光学系を用いて、モデ

ルイムノアッセイによるセンサの評価を行っ

た。モデルの標的分子とした IgG の検出限界
については、現在も評価を進めているところだ

が、信号増強剤を使わない直接法でも nMレベ
ルの IgGが検出可能であることが示唆された。 
標的分子のその場検出の実現には、より詳細

な定量性や検出感度の評価に加え、簡易な測定

手法の確立などの課題もあるが、呈色するプラ

ズモニックメタ表面は特別な装置を必要とし

ないモバイル型のバイオセンサの実現に有用

であることが示された。今後、マイクロ流路を

組み込んだセンシングチップ上に複数のセン

シングスポットを作製することで、複数のウイ

ルスの同時検出を行い診断の精度を高めるこ

とも可能であると考えている。 
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図 5 モデルイムノアッセイの概略図

と、センサ基板の写真。 
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１． はじめに 

生体組織、特に細胞において、接着は遊走や

分化、増殖等の細胞機能に関わる基本的な現象

で、接着の強さは培養基板や培地等の周囲環境

によって変化する。細胞の接着特性は、マイク

ロピペット吸引や光ピンセット、マイクロピラ

ープレートなど様々な手法で計測されている

が、なかでも原子間力顕微鏡（Atomic Force 
Microscope: AFM）がよく利用されている 1)。

試験方法としては、粘着性試験であるプローブ

タック試験に類似しているが、接着力の大きさ

は接触面積に依存するため、AFMで定量性よ
く評価するにはある程度探針を大きくする必

要がある。 
一方、我々は生体組織の表面形状と弾性率を

マイクロレベルでマッピングする走査型触覚

顕微鏡（Scanning Haptic Microscope: SHM）
の開発を行っており、主に血管組織を中心に微

視的な弾性構造を観察してきた（図 1）2)。圧

電振動子によって振動させたガラスプローブ

で試料表面を押し込むことで、発振周波数の変

化から試料の弾性率を計測できる。ここで、試

料表面の粘着性が低い場合はプローブを押込

む際と引抜く際にほぼ同じ時間で発振周波数

は変化するが、粘着性が高い試料では試料がま

とわりつくため引抜き時の方が押込み時より

周波数変化にかかる時間が長くなる。この現象

に着目すれば、プローブタック試験や AFMと
同様に試料表面の粘着特性を計測できる可能

性がある。 
そこで本研究では、粘着性の異なるシリコー

ンゲルを計測しセンサプローブ引抜き時の発

進周波数変化に着目することで、SHMによる
粘着特性計測の実現可能性を検討した。 

 

 
 図 1 走査型触覚顕微鏡 
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２． 内容 

2.1 SHMによる粘着特性の計測 

SHMには三軸ステージ機構上にガラス針と
圧電振動子からなるセンサプローブが配置さ

れており、試料表面をわずかに押し込むことで

接触点高さと押込み時の周波数変化を記録し

ながら試料表面を走査する。プローブ押込み時

の発振周波数の変化を図 2に示す。まず、プロ
ーブが試料にアプローチする際、接触するまで

は発振周波数は変化しない（プロセス①）。プ

ローブが試料に接触後、押込み量の増加ととも

に発振周波数が変化する（②）。この発振周波

数の変化は試料表面の弾性率と相関すること

が過去の研究から明らかになっており 2)、各測

定点の周波数変化率をあらかじめ作成した較

正曲線で変換することで SHM は弾性率分布

を観察できる。設定距離だけプローブが移動し

た後、プローブは待機状態を経て（③）、元の

位置まで戻る。粘着性が低い試料ではプローブ

が試料表面から離れる時間は押込み時とほぼ

同じであるが（④）、粘着性が高い試料では、

試料がプローブにまとわりつき完全に脱離す

るのに時間がかかり（⑤）、プローブから試料

が離れると発振周波数は元に戻る（⑥）。この

引抜き時の周波数変化にかかる時間から試料

表面の粘着特性を評価できる可能性がある。 
 
2.2 粘着ゲルサンプルの作製 

粘着性が異なる二種のシリコーンゴムを混

合することで試料を準備した。高粘着ゲルには

ポッティングゲル（TSE3062, TANAC Co., 
Ltd.）を、低粘着ゲルには型取り用シリコーン
（TSE3450, TANAC Co., Ltd.）を用いた。各
試料の高粘着ゲルの混合割合は 80、86、90、
94、96、98 wt%である。各試料は混合後に脱
気し、50℃で約 24時間加熱することで固化さ
せた。 

 
2.3 SHM計測条件 

既報 2)と同様の要領で SHM 計測を行った。
直径 35 mmで高さ 10 mmの円筒型のシリコ
ーンゲルを計測した。各混合割合のゲルを 3つ 

図 2 SHMプローブの発振周波数の変化（A） 

と試料表面の様子（B） 

 
ずつ作製し、各ゲルを 3回ずつ SHMで計測し
た（計 9回）。SHMのガラス針は先端直径 10-
38 μm の範囲で 6 本用意した。押込み深さと
速さはそれぞれ 10 μm、0.2 mm/sである。試
料の粘着性を評価するため、以下の式から接着

時間 Tadを定義した。 

𝑇𝑇ad = (𝑡𝑡pu10 − 𝑡𝑡pu90) − (𝑡𝑡in90 − 𝑡𝑡in10)  （1） 

ここで、tin10 [s]と tin90 [s]はプローブ押込み
時に発振周波数の最大変化量の 10%と 90%を
上回るタイミング、tpu10 [s]と tpu90 [s]はプロー
ブ押込み時に発振周波数の最大変化量の 10%
と 90%を下回るタイミングである。 

 
2.4 マクロ粘着性試験 

試料の粘着性を評価する比較試験として、ロ

ーリングボールタック試験とプローブタック

試験を行った。 
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ローリングボールタック試験は ASTM 
D3121 規格を参考にして実施した（図 3A）。
試験球には直径 1 mm のステンレス鋼球を用
いた。試験器具は 3Dプリンタ（Projet HD3000, 

 
図 3 ローリングボールタック試験（A）とプロー

ブタック試験（B）器具 

 
3D Systems, Inc.）で作製した。助走距離と

傾き角はそれぞれ 150 mmと 21°とした。シ
リコーンゲルは長さ 280 mm、幅 30 mm、高
さ 3 mm のシート状に成形した。各混合割合
のゲルを 3 つずつ作製し、各ゲルで 3 回ずつ
転がり距離を計測した（計 9回）。 
プローブタック試験はASTM D2979規格を
参考にして実施した（図 3B）。計測器にはレオ
ロジーメータ（Rheoner II, Yamaden co., ltd.）
を用い、先端直径 7 mm のステンレス鋼棒を
プランジャとした。シリコーンゲルは SHM計
測と同じものを使用し、各ゲルで 3回ずつ計測
を行った（計 9回）。十分に接着させるためプ
ランジャを試料に 0.5 mm押込み、試料とプラ

ンジャが完全に離れるまで 0.05 mm/s の速度
でプランジャを引き上げた。 

 
2.5 粘着特性イメージング 

パタニングサンプルを作製し SHM 計測を

行った。低粘着シリコーンを直径 55 mm、高
さ 12 mmのシャーレ内に成形し、表面に溝を
掘った後に溝に高粘着シリコーンを流し込ん

で再度成形した。40×2 mmの観察領域を測定
点間ピッチ 0.2 mmで SHMにて観察した。押
込み深さと速さはそれぞれ 10 μm、0.1 mm/s
である。 

 
３． 成果 

3.1 SHM計測 

SHMの押込みと引抜きを行っている間の発
振周波数の変化を図 4Aに示す。比較的粘着性
が低い試料（80%、86%など）では、押込み時
と引抜き時の周波数変化にかかる時間は大き

く変わらなかった。一方、比較的粘着性が高い

試料（96%、 98%など）では、押込み時の周波
数変化にかかる時間は他の試料をあまり変わ

らなかったものの、引抜き時に発振周波数が元

に戻るのには他の試料より時間がかかった。試

料の粘着性が高いために、試料がガラス針から

離れるまでに時間を要したと考えられる。接着

時間 Tad は高粘着ゲル比率が高いほど長かっ

た（図 4B）。接着時間 Tadが試料表面の粘着性

の強さを反映していると考えられる。また、同

じ試料を計測した際の接着時間 Tad はプロー

ブの先端直径が小さいほど短くなる傾向にあ

った（図 4C）。 
 
3.2 マクロ粘着性試験との比較 

ローリングボールタック試験で得られた各

ゲルの転がり距離を図 5に示す。高粘着ゲルの
比率が高いほど転がり距離は短く、高粘着ゲル

の比率が高いほど粘着性（タック）が高いこと

が確認された。 
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プローブタック試験で得られた各ゲルの引

抜き距離と引張荷重の関係を図 6Aに示す。引
抜き時の最大荷重は高粘着ゲルの比率が高い

ほど小さい傾向にあった。一般的には、粘着性

が高い方が最大荷重は大きいと考えられてい

るが、今回用いた試料は粘着性が小さい試料ほ

ど弾性率が高いため、最大荷重には弾性率の違

いが影響したと考えられる。一方、最大荷重が

検出された引抜き距離（剥離距離）は高粘着ゲ

ル比率が高いほど大きかった。最大荷重より剥

離距離の方が試料表面の粘着性（タック）をよ 

 

図 4 SHM 計測結果。（A）押込み／引抜き時の発

振周波数の変化。（B）各ゲルの接着時間（プロー

ブの先端直径 21μm）。（C）プローブ先端直径と接

着時間の関係（試料の高粘着ゲル比率：98%） 

 

 
図 5 ローリングボールタック試験における各ゲ

ルの転がり距離 

 
図 6 プローブタック試験結果で得られた引抜き

距離と荷重の関係（A）。各ゲルの最大荷重（B）と

最大荷重が検出された引抜き距離（C）。 
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り反映していると考えられる。SHMの計測結
果とマクロ粘着性試験の結果との対応を図 7
に示す。SHM計測で得られた接着時間 Tadは、

ローリングボールタック、プローブタックの両

試験の粘着評価指標と高い相関を有しており、

試料表面の粘着性（タック）をよく反映してい

ると考えられる。 

 
図 7 SHM 計測における接着時間と各マクロ粘着

性試験の評価指標との関係 

 
3.3 粘着特性イメージング 

パタニング試料を SHM観察した結果を図 8
に示す。高粘着シリコーンゲルの領域は周り低

粘着シリコーンゲルの領域より、低く・軟らか

く・高接着な領域として検出された。これらは

試料表面の特性を適切に示しており、SHMに
よって表面形状・硬さ・接着性の三特性が同時

にイメージングできた。 
 
４．まとめ 

我々が開発した SHMを用いて、接着性計測
の実現可能性を検討した。結果として、SHM
プローブの押込み時と引抜き時の周波数変化

にかかる時間の差を算出することで、試料表面

の接着性を評価できることがわかった。その結

果は一般的な接着性（タック）の評価試験と高

い相関が得られ、マイクロレベルの検査面積で

実施できる定量性の高い計測法であると考え

られる。また、接着性分布の観察も可能で、表

面形状・弾性率・接着性の同時イメージングが

できた。 

 

図 8 SHM による高さ・硬さ・接着性の同時イメ

ージング結果 
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皮膚上の微小流体制御による汗成分センサの開発 
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助 教  甲斐 洋行 

   

 

 

 

 

 

 

１． 背景と目的 

ウェアラブル型の生体センサに注目が集ま

っている。すでに商用化されているウェアラブ

ル生体センサは血糖値センサを除き、温度・心

拍などの物理的な信号を測定する物理センサ

であるが、近年はそれにとどまらず、汗、血液、

皮膚間質液、唾液、などの体液中の化学成分を

測定・分析する化学センサの研究開発に注目が

集まっている。ウェアラブル化学センサが有用

なものとなるためには、測定部位（センサ）に

加えて、試料溶液の収集機構が必要になるが、

汗や皮膚間質液は採取可能な量が少ないため、

未だ効率的・正確に採取分析することが困難で

ある。 
分野は異なるが、砂漠などの乾燥地帯におい

て、空気中の水分の結露による微小な水滴を収

集することによる水回収技術が有用であり、

様々な手法が開発されてきた。基板表面の濡れ

性のマイクロパターニングにより、効率的に水

分の凝縮が起こり、さらに凝集した水滴を融合

させて落下させる材料・装置が開発されている。

しかしながら、これまでに開発された水回収技

術においては、凝集した水滴の回収には重力に

よる水滴の落下を用いており、広い面積から水

滴を一箇所に収集する機構は存在しなかった。

申請者は、基板上における水への濡れ性の異な

る領域（親水性・疎水性）のパターニングによ

り、水滴を親水性部位に捕捉して輸送する「開

放型マイクロ流路」と呼ばれる技術に着目した。

超疎水性の基板上に幅に勾配を有する超親水

性の細長い領域（流路）をパターニングして、

その上に水滴を置くと、水滴が超親水性の領域

に捕捉された後、ラプラス圧の不均衡により、

水滴が流路の幅の広い方に輸送される（図１b）。
申請者は、フラクタル状に高度に分岐した空間

充填木構造を有する「フラクタル流路」を設計・

作製した。フラクタル流路の各直線部分は幅に

勾配を有する超親水性の開放型流路であり、周

囲は超疎水性の基板である。フラクタル流路を

有する基板上に水滴を噴霧すると、流路に水滴

が捕捉され、分岐の枝部分で水滴が輸送され、

枝同士が集まる節の部分で輸送された水滴が

融合する。分岐の回数（「世代数」）を 8程度ま
で増大したフラクタル流路を用いると、水滴の

輸送・融合が基板全面で多数繰り返されるため、

最終的に枝分かれの根元（「焦点」と呼ぶ）に

水滴の大多数（>70%）が集積する（図１c）。 
フラクタル流路を用いて生体の皮膚表面か
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ら微量の体液を効率良く収集することができ

れば、ウェアラブル化学センサの測定精度が劇

的に向上することが期待される。そこで本研究

においては、水滴を収集するフィルムを基盤技

術として、広い面積から汗を収集・分析するウ

ェアラブルセンサへと展開することを最終目

的とした。そのために、以前に水滴収集の原理

を基本実証した正三角形以外に、様々な領域形

状に対してフラクタル流路をパターニングす

るための一般的な設計指針を開発した。また、

皮膚表面における汗の液滴の収集効率を最適

化するための有限要素法シミュレーション手

法を開発した。 

 
２． 研究成果 

ウェアラブルセンサへと展開する際に多様

な皮膚表面への貼り付けと効率的な収集を行

うために、任意の凸多角形と焦点（分岐の根元）

に対して充填可能なフラクタル流路の設計方

法（アルゴリズム）を開発した。(1) 凸 N多角

形 S とその内部の焦点 P が与えられた場合。
Pから Sの頂点 si、 s2、…、sNに対して引か

れる線分 liにより、SをN個の三角形 Ti（i=1、
…、N）に分割する。Pから Tiの中心（重心）

に線分を引き、これを「第１世代」の流路とす

る。さらに、Tiをそれぞれ再帰的に繰り返し４

つの三角形に分割してその中心に線分を引く

（図 1a）ことで第２世代以降の流路を作成す
る。(2) 焦点 Pが凸 N多角形 Sの頂点の一つ
に一致する場合（図２）。Sの P以外の頂点に
引いた線分により、S を(N-2)個の三角形 Ui
（i=2、3、…N-1）に分割する。Pから Uiの中
心に線分を引き、これを第一世代の流路とする。

その後は(1)と同様、Ui を再帰的に４つの三角

形に分割することを繰り返すことによってフ

ラクタル流路を作成する。 

開発したフラクタル流路の設計アルゴリズ

ムに基づき、代表的な流路パターンのフィル

ムを作製し、フィルムに対してスプレーノズ

ルにより水滴を噴霧して水滴の収集挙動を観

察した（図３）。パターン A、Cにおいては水
滴が焦点まで輸送・収集された（赤丸で囲っ

た部分）のに対し、パターン Bにおいては途
中の節点にとどまる様子が観察された。これ

は、節点に集まる流路の角度や流路の幅など

 
図 1 (a) 空間充填木（三角形の例；Wikipedia） 

(b) 超親水性流路による水滴の一方向輸送 

(c) フラクタル流路による水滴収集  

(d) フラクタル流路に水滴（青く染色）を吹

き付けた直後の様子 

 
図 2 任意の凸多角形を充填するフラクタ

ル流路の構造生成アルゴリズム 
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の条件により水滴の輸送が不十分となること

があることを示している。 
このように、水滴の輸送・収集効率が流路の

構造に依存することが示唆されたため、構造と

収集効率の系統的な理解が重要であると考え

られる。また今後、水滴収集フィルムを皮膚に

貼付けた際には、皮膚とフラクタル流路の間に

挟まれた水滴を輸送することになる。さらに、

生体の皮膚は個人差や時間による変化などが

大きく、一定の条件でデバイスの最適化を検討

する際に困難を生じる。そのため、皮膚・汗の

水滴・フラクタル流路フィルムの複雑な界面に

おける水滴の輸送をコンピュータ上でシミュ

レーションする手法を検討した。OpenFOAM
ソフトウェア上で、 interFoam を用いた

volume-of-fluid 法による混相流の自由表面流
れの解析を行った。特に、解析に入力するフラ

クタル流路の構造（DXF ファイルで生成され
る）を OpenFOAMの入力に変換する方法を検

討し確立した。フラクタル流路の DXFファイ
ルは流路の各セグメントを表す台形を多数並

べた構造であり、そのままでは OpenFOAMの
入力に用いることができない。そのため、専用

の Pythonスクリプト（Shapelyパッケージを
利用）を作成し、多数の台形を一つの多角形に

融合して OpenFOAM で処理可能な入力ファ

イル形式として生成する手順を確立した。生成

した OpenFOAM入力ファイルを用いて、水滴
の動的挙動を計算した。計算時間短縮のため、

フラクタル流路の一つの節点を取り出した構

造を用意し、節点に水滴を置いたときの動的挙

動を計算した例を示す（図４）。節点において

水滴が捕捉されている様子が見て取れる。現時

点では、世代数（分岐数）の大きなフラクタル

流路におけるシミュレーションを行うと計算

時間が非常に長くなってしまう。流路の幅に合

わせたメッシュサイズの調整など、メッシュ生

成方法の最適化、また、計算機クラスタ利用に

よる高速化を現在検討している。 
 

３．まとめ 

フラクタル流路による水滴収集の基本実証

と、収集効率最適化のための流路構造形成およ

び性能の数値計算による評価基盤を確立した。

今後、フラクタル流路フィルムの皮膚への貼り

付け方法の検討をさらに進めていくとともに、

電気化学、比色センサの統合と生体における試

験を検討する。 
 

謝辞 

 
図 3 様々なフラクタル流路パターンにお

ける水滴輸送の挙動（赤丸：水滴が集積さ

れた点） 

 

図 4 フラクタル流路の節点における水滴

の動きの自由表面流れ解析（OpenFOAMソフ

トウェア） 
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皮膚揮発性物質分析による農薬中毒の診断法の実用化に向けた検証 
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皮膚揮発性物質分析による農薬中毒の診断法の実用化に向けた検証 
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１． はじめに 

ヒト表皮表面から発生する微量ガス（皮膚ガ

ス）は、様々な種類の揮発性物質で構成されて

おり、その一部は、身体的特徴、生理学的状態

と関連している 1)~4)。それらの代謝産物等は、

皮下毛細血管網から汗、または皮膚からの直接

移動し、ヒト皮膚から外因性揮発性物質（VOC）
の放出に関する報告がある 4)、5)。 
フェニトロチオンは、世界中で使用されてい

る殺虫剤である。2010 年から 2012 年の間、
農薬中毒の原因は、自殺 71%、偶発的摂取 13%、
職業暴露 12%で、原因物質はグリホサートが
最も多く、フェニトロチオンが続いていた 6)。 
本研究では、フェニトロチオン中毒患者の

VOCをパッシブフラックスサンプラー（PFS）
とガスクロマトグラフィーと質量分析（GC-
MS）を組み合わせ測定し、フェニトロチオン
と、その代謝産物を非侵襲的に計測、測定法の

確立と、実用化に向けた検証を行った。 
 

２． 内容 

1）他施設共同研究 
本研究の参加施設は、東海大学医学部付属病

院、三重大学医学部附属病院、香川大学医学部

附属病院であった。登録症例数は 3例（内 2例
は実施中）であった。 

2）対象 
フェニトロチオン中毒にて入院した患者 

3）PFSによる皮膚ガス回収 
皮膚ガスは、ポリプロピレン製スクリューキ

ャップ付きガラスバイアル、トラッピングメデ

ィア（Mono Trap、DDC18、GL Science、東
京）（図 1）により収集した。 

PFSは、患者前胸部にサージカルテープを
用い固定、１時間後に回収した。 

 

図 1 PFSの模式図 

 
4）GC-MS分析による皮膚ガス分析 
回収した MonoTrap を 500μL のジクロロ
メタン（99.5%、和光純薬工業、大阪）で 15分
間超音波抽出した後、GC-MS（Jms-Q1000GC 

0.1 cm 
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9 
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皮膚 
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MkII；JEOL、東京）で測定、質量分析器で分
析した。キャリアガスはヘリウム、インジェク

ターと検出器のインターフェイス温度は

150℃に維持した。抽出物の温度プログラムは
45℃、3分、10℃/分で 100℃まで上昇、15℃/
分で 150℃まで上昇させ、5分間維持した。サ
ンプル抽出物に関するデーターはリアルタイ

ム TIC（m/z45-600）を使用し取得、全イオン
強度に基づき定量した。トルエン-d8（99%、和
光純薬工業）を内部標準とした。各ピークは米

国標準技術局（NIST）ライブラリーデータベ
ースを使用しで識別した。 

5）フェニトロチオン放出フラックス 
フェニトロチオンの放出フラックス E
（ng/cm2/h）は下記で表される。 

St
WE =  

W：回収検体量（ng）、S：トラッピングメ
ディアの有効面積（0.777cm2）、t：サンプリ
ング時間（1.0hr） 
フェニトロチオンの回収量は検量線により

求めた。試薬フェニトロチオン（関東化学、東

京）を用い、ジクロロメタンによりフェニトロ

チオンの希釈系列（0.10、0.05、1.0、2.5、
5.0μ/mL）を作成、キャリブレーションを行っ
た。これは、放出フラックスの 9.2、46、2.3x102、

4.6x102ng/cm2/hに対応する。 
6）PFS再現性 
５つのサンプラーをトルエン-d8 を同時測

定した 

7）血清コリンエステラーゼ濃度 

自動測定装置（ Laboratory Automation 
Systems Model 7700、日立ハイテク、東京）
により測定した。 

8）血清フェニトロチオン濃度 
液体クロマトグラフ質量分析計（LC-MS）
（Agilent technology、カリフェルニア、米国）
を用い測定した。 

9）倫理 

本研究は東海大学臨床研究審査委員会にて

承認後に実施された（13R-196号）。 
 

３．成果 

1）フェニトロチオン放出フラックス 
試薬フェニトロチオン濃度とピーク面積の

相関係数は 0.999であった。フェニトロチオン
回収率は 50ngで 94±5.5%で、9.2±5.1ng/cm2/h
の放出フラックスに相当する。これは

500ng/mL の 91.5±5.1％で、92ng/cm2/h の放
出フラックスに相当した（n=5）。収集されたフ
ェニトロチオンの標準偏差は 47ng、5.9%、
460ng、8.4%であった。検出限界（LOD）はベ
ースラインノイズレベルの 3倍（S/N=3）と定
義され、0.64ng/cm2/h であった。定量限界
（LOQ）はノイズの 10倍（S/N=10）と定義さ
れ、2.1ng/cm2/hであった。 
フェニトロチオン代謝産物は標準物質がな

いためトルエン相当質量（ng）として暫定的
に算定した。回収率はトルエン-d8、50ng で
98±4.3%、放出フラックス 9.2ng/cm2/h（n=5）
であった。 

2）PFS再現性 
５つのサンプラーをトルエン-d8 を同時測

定した相対的標準誤差は 49ng、5.1%であった。 
3）フェニトロチオン中毒患者の PFSによる測定 
第 4病日のフェニトロチオン患者に PFS分

析を行い、5つのピークが観られた（図 2）。 

 
図 2 フェニトロチオン中毒患者の PFS分析

（第 4病日） 
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各ピークは NIST ライブラリーデータベー
スを用い、フェニトロチオン、および、その代

謝産物と識別された（1：3-メチル 4-ニトロ 
フェノール（tR9.3分、類似性 72%）、2:フェ
ニトロチオン（9.8分、86%）、3:フェニトロオ
キソン（10.9分、66%）、4：O-デスメチルフェ
ニトロオキソン（15.2 分、50%）、5:リン酸ジ
メチル（17.4分、63％））。 

PFS分析により、フェニトロチオンのみな
らず、その代謝案物も測定することが可能に

なった。 
4）フェニトロチオン中毒の経時変化 
フェニトロチオン中毒患者（71 歳、女性。

50%フェニトロチオン製剤 50mL 服用）の入
院後の血清コリンエステラーゼ値、血清フェニ

トロン値、PFS分析の経時変化を観察した（図
3）。 
血清コリンエステラーゼ値（図 3A）は、第

1病日から第 13病日まで 0であった。以後、
上昇し第 24病日において 100IU/Lを越えた。
血清フェニトロチオン値（図 3B）は第 1病日
において 4.18μg/Lを示し、以後、第 4病日、
1.39μg/L、第 8病日、0.59μg/L、第 15病日、
0.14μg/Lと漸減した。一方、皮膚揮発フェニ
トロチオン（図 3）は、第 4病日、71ng/cm2/h、
第８病日、67 ng/cm2/h、第15病日、45 ng/cm2/h
であった。半減期は血清コリエンエステラーゼ

3.7 日に対し、皮膚揮発フェニトロチオン 6.8
日であった。 
フェニトロチオン分解産物（図 3D）は、リ

ン酸ジメチル、フェニトロオキソ、O-デスメチ
ルフェニトロオキソン、3-メチル 4-ニトロフェ
ノールが第 30病日に至っても検出され、患者
の中毒症状も継続していた。 

 
４．まとめ 

PFS と GC-MS 分析を用いた皮膚ガス分析
によるフェニトロチオンとその代謝産物の測

定方法を確立した。PFS は患者皮膚表面から

 
図 3フェニトロチオン患者入院後の血清コリ

ンエステラーゼ値、血清フェニトロチオン

値、PFS分析の経時変化 

 

 

A：血清コリンエステラーゼ値 

B：血清フェニトロン値 

C：PFS分析フェニトロン値 

D：PFS分析フェニトロン代謝産物 

 赤破線：リン酸ジメチル 

青実線：フェニトロオキソン 

 黒破線：O-デスメチルフェニトロオキソン 

 緑破線：3-メチル 4-ニトロフェノール 
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放出されるフェニトロチオンとその代謝産物

の収集に効果的であり、放出フラックスの経時

経過は患者の臨床経過よく相関していた。 
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ポリソムノグラフィーを用いたリウマチ性疾患患者の疼痛と睡眠障害の検討 
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１． はじめに 

リウマチ性疾患は自己免疫異常を伴う全身

性炎症性疾患である。しばしば関節痛や筋痛な

どの骨格筋系の疼痛を合併する。リウマチ性疾

患患者における不眠の有症状率は 47～65%と
高率である 1)。主観的な睡眠の質の低下を訴え

るものも同程度に高率である。疾患活動性、関

節痛等の症状や薬剤が不眠と関連する。しかし、

原疾患が軽快後も不眠は必ずしも改善せずに

持続することがある 2)。不眠の存在はリウマチ

性疾患発症のリスクを高め、睡眠分断化は原疾

患の増悪と関連する。リウマチ性疾患に合併す

る不眠は併存する睡眠障害として捉え、両者は

相互に影響する可能性を考慮しつつ、それぞれ

適切に対応されることが必要である。 
リウマチ性疾患において睡眠時無呼吸症候

群(sleep apnea syndrome：SAS)は高率に合併
する。中等度から高度の SASは入院中の関節
リウマチ(RA)患者の 20.9%に合併する 3)。また、

質問票を用いた調査では関節リウマチの約半

数は SASが疑われるとも報告されている。一
般的に SAS は睡眠維持困難などの不眠だけで
なく心血管系の合併症とも関連する。リウマチ

性疾患では心血管系の合併症も高率であるこ

とを考慮すると、適切に SASが治療されるこ

とが求められる 4)。 
不眠をきたす睡眠障害としてレストレスレ

ッグス症候群/Willis-Ekbom 病(restless legs 
syndrome/Willis-Ekbom disease：RLS/WED)
はリウマチ性疾患でも 30～40%と高率である
5) 。RLS/WEDは下肢を主体とする動きたい衝
動感に、通常、むずむずする、焼ける感じがす

るなどの異常知覚を伴う。症状は安静時に顕在

化し、動くことで軽減する。夜間に増強するこ

とが多いため、本疾患は入眠困難や睡眠維持困

難を伴う高度な不眠の原因となることがある。

日本を含む東アジア諸国における本疾患は成

人での有病率は欧米と比較して低く、現在のと

ころリウマチ性疾患を対象としたアジア諸国

での調査結果は報告されていない。 
これまでリウマチ性疾患の睡眠について客

観的な睡眠評価のゴールドスタンダードであ

るポリソムノグラフィー(polysomnography：
PSG)を用いた報告は少ない。周期性下肢運動
(periodic leg movements：PLM)は RLS/WED
の 8 割前後に合併しており RLS/WED の診断
の参考所見となる。リウマチ性疾患における主

観的な質問票を用いた評価だけでなく客観的

な指標とともに睡眠障害の専門家が加わった

研究が必要とされている。 
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２． 内容 

本研究では関節リウマチなどのリウマチ性

疾患患者における疾患活動性と主観的な睡眠

の質・不眠・日中の眠気との関連性を検討する。

また、リウマチ性疾患患者で高頻度であると予

想されるものの日本での調査は行われていな

い RLS/WED の有病率を明らかにする。さら
に、主観的な睡眠評価に加えて PSGを用いた
客観的な睡眠評価と睡眠専門医による診察を

行い、リウマチ性疾患患者における睡眠障害の

有病率を明らかにし、疼痛や疾患活動性の変化

が睡眠の質に及ぼす影響について検討する。 
本研究にて用いる PSGは携帯用睡眠時無呼

吸検査装置 PMP-300EX(パシフィックメディ
コ株式会社)をベースとして脳波、眼電図、オト
ガイ筋筋電図、心電図、および前脛骨筋筋電図

の収録も可能としたシステムである。脳波、眼

電図、およびオトガイ筋筋電図を収録する部分

はすでに Sleep Profiler(パシフィックメディ
コ株式会社)として発売されている。PMP-
300EX と Sleep Profiler はいずれも管理医療
機器として薬事法にもとづく認証を受けてい

る ( そ れ ぞ れ 認 証 番 号 は

21900BZX00419000/224AABZX00178000:下
図参照)。装着は通常の PSG装置と比較してよ
り簡便に短時間で可能である。睡眠検査の非専

門家でも短時間の研修で装着は可能である(図
1)。 

 
３． 成果 

121 名のリウマチ性疾患患者のうち、70 名
が本研究に登録された。登録時の年齢中央値

(四分位範囲:IQR)は 62.0 歳(47.8-68.0)であ
った。女性は 58 人(82.9%)、男性は 12 人
(17.1%)で、リウマチ性疾患の内訳として、
RA:43 名 (61.4%)、全身性エリテマトーデス
(SLE):9 名(12.9%)、その他のリウマチ性疾
患:18名(25.7%)であった。リウマチ性疾患にお
ける不眠症の有病率と重症度を調査したとこ

図 1 携帯用睡眠時無呼吸装置 
 

ろ、患者のピッツバーグ睡眠質問票日本語版

(PSQI)の中央値は 6点(IQR4～9）であり、正
規分布を持たない多面性を示していた。PSQI
≧6 点は睡眠の質が著しく乱れていることを
示している(図 2)。20人(28.6%)の患者に 1つ 

図 2 リウマチ性疾患患者のピッツバーグ睡眠

質問票日本語版(PSQI)分布図 

 
以上の中等度から重度の不眠症症状があり、

10 人(14.3%)が RLS と診断された。RA 患者
のうち、28 関節評価に基づく腫脹関節数
(SJC28)は、不眠症群(n=13)において、非不眠
症群 (n=30)に比べて有意に高かった (p = 
0.006)。決定木分析により、カットオフポイン
トであるプレドニゾロン(PSL)≧3 mg/日の内
服治療とトランスフェリン飽和度(TSAT)値
<16.54%の場合、リウマチ性疾患における
RLSを最もよく予測できることが示された(図
3)。 
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図 3 決定木分析による RLSを予測する因子の

抽出 

 
また、70名の患者血清中における 38種類の
炎症性サイトカインを計測した。サイトカイン

同士の関連をスピアマンの相関係数に基づい

て解析し、結果をヒートマップとして示した

(図 4)。サイトカインの相関は、上記の PSL≧
3 mg/日群と PSL＜3 mg/日群で異なるパター
ンを示した。炎症性サイトカイン(IL-2, IL-6, 
IL-15, IFN-γ)を含むサイトカインは、PSL≧
3 mg/日群と比較して、PSL＜3 mg/日群では一
般的に低く、抗炎症作用を示す IL-1ra などの
サイトカインが多くのサイトカインと相関し

ていた。この結果は、PSL <3 mg/日群におい
て、抗炎症性サイトカインが宿主の防御機構と

して制御を行っている可能性を示唆している

と考えられた。以上のことから、PSL≧3 mg/
日群では PSL<3 mg/日群に比して、炎症性サ
イトカインが上昇しており、これらの違いが

RLS の疾患活動性やメカニズムに影響を与え
ている可能性が示唆された。 

 
４．まとめ 

リウマチ性疾患の患者では、症候性不眠症と

RLS の有病率が高かった。高用量の PSL と
TSAT低値は RLSの発生と関連していた。 

 
 
    

 

図 4サイトカインネットワークのヒートマップ図 
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 わが国経済社会の高度化は、1970年代以降急速に進展しています。これは、わが国の唯

一の資源でもある恵まれた頭脳資源を、十分に活用することで達成されたものです。特に

コンピュータを始めとするエレクトロニクス技術の発展が重要な役割を果たしてきました。 

 これらのエレクトロニクス技術の発展は、優れた電子計測技術の基盤の確立が無くして

はありえません。今後わが国のエレクトロニクス技術の一層の発展を実現する上で、電子

計測技術基盤の一層の強化が大切であります。電子計測機器がエレクトロニクスのマザ

ー・ツールであるといわれる所以でもあります。 

 政府におかれましても、その重要性を十分認識され、電子計測技術基盤の確立のためい

ろいろな施策を展開されております。 

 このような客観的諸情勢から東亞医用電子株式会社（現シスメックス株式会社）の創立

者、故中谷太郎初代理事長は、電子計測技術の発展を推進し、産業基盤の確立に貢献する

ことを強く念願され、昭和 59年 4月に財団法人「中谷電子計測技術振興財団」が設立され

ました。 

 当財団は、技術開発・技術交流の推進、技術動向等の調査研究等を行うことにより、電

子計測技術の基盤の確立に微力をつくす所存でございます。このような趣旨をご理解の上、

当財団にご指導、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 
財団

法人中谷電子計測技術振興財団 

 

300



 

設立年月日  昭和 59年 4月 24日 

役員（2020年 12月現在） 

代表理事／専務理事 

家  次    恒  シスメックス株式会社代表取締役会長兼社長 CEO 

理    事 

熊 谷  俊 一 社会医療法人神鋼記念会総合医学研究センター長 神戸大学名誉教授 

朝 長 万左男 恵の丘長崎原爆ホーム診療所院長 日本赤十字社長崎原爆病院名誉院長 長崎大学名誉教授 

西 川 伸 一  NPO法人オール・アバウト・サイエンス・ジャパン代表理事 京都大学名誉教授 

矢 冨  裕    東京大学大学院医学研究科教授 東京大学医学部附属病院検査部部長 

東 條 有 伸  東京大学医科学研究所先端医療研究センター教授 東京大学医科学研究所附属病院病院長 

林   正 好  シスメックス株式会社特別顧問 

監    事 

國 生   肇 國生肇法律事務所（弁護士） 

森 川 寛 行 森川寛行公認会計士・税理士事務所（公認会計士・税理士） 

評議員（2020年 12月現在） 

山 村 博 平 医療法人財団兵庫錦秀会西神看護専門学校校長 神戸大学名誉教授  

渡 邊  清 明 NPO法人東京臨床検査医学センター理事長 慶應義塾大学名誉教授 

神 保 泰 彦 東京大学大学院工学系研究科教授 

鈴 木 直 樹  東京慈恵会医科大学客員教授 東京慈恵会医科大学高次元医用画像工学研究所顧問 

上 原  弦    金沢工業大学先端電子技術応用研究所教授 金沢工業大学先端電子技術応用研究所所長 

中 島 幸 男 シスメックス株式会社取締役専務執行役員 CFO 

立 花 健 治 シスメックス株式会社取締役専務執行役員 IVDビジネスユニット COO 

事業の概要 

本財団は、医工計測技術分野における先導的技術開発、技術の交流等を促進し、また人材を育成することに

よって、医工計測技術の広汎な発展を推進し、我が国ならびに国際社会の発展及び生活の向上に寄与するこ

とを目的として、次の事業を行います。 

■医工計測技術分野における技術開発に対する助成 

医工計測技術分野における先導的技術開発活動を促進するため、これに助成します。 

■医工計測技術分野における技術開発に顕著な業績をあげた研究者の表彰 

医工計測技術分野における技術開発の飛躍的な発展を期して、顕著な業績をあげた研究者を表彰します。 

■医工計測技術分野における技術交流に対する助成 

医工計測技術分野における技術の交流を推進するため、内外の研究者等の交流に対して助成します。 

■医工計測技術分野における技術動向等の調査研究に対する助成 

医工計測技術分野における技術の発展を推進するため、技術動向等に関する調査研究に対して助成します。 

■医工計測技術分野の学生及び研究者に対する奨学金の給付 

医工計測技術分野における将来の研究者として活躍できる優秀な人材を育成することを目的として、医工

計測技術分野の学生及び研究者に奨学金を給付します。 

■医工計測技術に関する情報の収集及び提供 

医工計測技術に関する情報文献、資料等を収集整理し、その広汎な利用を図るための種々の活動を行います。 

■科学教育振興に対する助成 

科学技術者の裾野拡大を目的として、小学・中学・高校等における科学教育振興のために助成します。 

また、将来グローバルに活躍する研究者を育成するため、学生の国際交流プログラム助成を行います。 

■その他この法人の目的を達成するために必要な事業 
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沿革 

昭和 58年 
(1983年) 

財団法人中谷電子計測技術振興財団設立準備委員会発足 

昭和 59年 
(1984年) 

財団設立発起人会 
通商産業大臣より財団設立を許可される 
技術開発研究助成事業を開始「開発研究助成」 
中谷太郎初代理事長就任 
木村英一理事長就任 

昭和 60年 
(1985年) 

第１回技術開発研究助成金贈呈式 
技術交流助成事業を開始「交流プログラム」 

昭和 61年 
(1986年) 

調査研究助成事業を開始 

昭和 62年 
(1987年) 

年報創刊号発行 

平成 7年 
(1995年) 

財団設立１０周年記念誌発行 

平成 8年 
(1996年) 

財団設立１０周年記念式典 

平成 9年 
(1997年) 

三輪史朗理事長就任 

平成 16年 
(2004年) 

財団設立２０周年記念式典 
技術開発研究助成事業に奨励研究を設け「開発研究」「奨励研究」とした 

平成 18年 
(2006年) 

菅野剛史理事長就任 

平成 20年 
(2008年) 

新たな事業として表彰事業を開始した「中谷賞」 

平成 24年 
(2012年) 

内閣府より公益財団法人の認定を受け「公益財団法人 中谷医工計測技術振興財団」に名
称変更 
財団創設者・故中谷太郎氏の遺志を継ぐ子息・故中谷正理事より遺贈を受け入れた 

平成 25年 
(2013年) 

輕部征夫理事長就任 
表彰事業の中谷賞に奨励賞を設け「大賞」「奨励賞」とした 

平成 26年 
(2014年) 

新たな事業として科学教育振興助成事業を開始した「プログラム助成」「個別助成」 
技術開発研究助成事業に特別研究を設け「特別研究」「開発研究」「奨励研究」とした 
技術交流助成事業に研修・留学を設け「交流プログラム」「研修プログラム」「留学プログ

ラム」とした 
平成 27年 
(2015年) 

財団設立３０周年記念式典 
財団設立３０周年記念誌発行 
科学教育振興助成事業に国際学生交流プログラムを設け「NAKATANI-RIESプログラム」
を開始した 

平成 28年 
(2016年) 

科学教育振興助成事業に小学校の先生方を支援するプログラムを設け「プログラム助成」

「個別助成」「意欲的な小学校の先生方を支援するプログラム助成」とした 
平成 29年 
(2017年) 

新たな事業として奨学金給付事業を開始した「大学院生奨学金給付」 
技術開発研究助成事業に長期大型研究を設け「長期大型研究」「特別研究」「開発研究」「奨

励研究」とした 
国際学生交流プログラムにアドバンストプログラムを設け「NAKATANI-RIES プログラ
ム」「アドバンストプログラム」とした  
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表彰ならびに助成実績一覧 
 
 

中谷賞の表彰状況 
技術開発に対する助成状況 
技術交流に対する助成状況 
調査研究に対する助成状況 
科学教育振興に対する助成状況（小中高） 



 

中谷賞の表彰状況（金額単位：万円） 

（敬称略・順不同） 
第１回（平成２０年度）中谷賞表彰対象 

氏  名 所 属 機 関・職名 受賞テーマ 表彰金額 

金井  浩 
東北大学大学院工学研究科 
電子工学専攻 
教授 

超音波マイクロスコープの開発と生体組織性

状診断への応用に関する研究 ３００ 

 
 

第２回（平成２１年度）中谷賞表彰対象 
氏  名 所 属 機 関・職名 受賞テーマ 表彰金額 

橋本  守 

大阪大学大学院基礎工学研究科 

機能創成専攻生体工学領域 

准教授 

コヒーレントラマン散乱顕微鏡による生体分

子の無染色な高解像・高速観測 
３００ 

 
 

第３回（平成２２年度）中谷賞表彰対象 
氏  名 所 属 機 関・職名 受賞テーマ 表彰金額 

足立 善昭 

金沢工業大学 

先端電子技術応用研究所 

准教授 

生体磁場計測と空間フィルタ法による非侵襲

脊髄機能イメージングの開発 
３００ 

 
 

第４回（平成２３年度）中谷賞表彰対象 
氏  名 所 属 機 関・職名 受賞テーマ 表彰金額 

松元  亮 

東京医科歯科大学 

生体材料工学研究所 

システム部門制御分野 

准教授 

トランジスタによる非破壊細胞診断法の開発

と“デバイ長フリー”な信号変換機序の実証 
３００ 

 
 

第５回（平成２４年度）中谷賞表彰対象 
氏  名 所 属 機 関・職名 受賞テーマ 表彰金額 

百生  敦 

東北大学 

多元物質科学研究所 

教授 

生体軟組織を可視化するⅩ線位相イメージン

グ技術の開発とその医用画像機器への応用展

開 

３００ 
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第６回（平成２５年度）中谷賞表彰対象 
大賞 
氏  名 所 属 機 関・職名 受賞テーマ 表彰金額 

川田 善正 

静岡大学電子工学研究所 

生体計測研究部門 

教授 

電子線励起微小光源を用いた超解像光学顕微

鏡の開発 
５００ 

 
奨励賞 

氏  名 所 属 機 関・職名 受賞テーマ 表彰金額 

藤田 克昌 

大阪大学大学院工学研究科 

精密科学・応用物理学専攻 

准教授 

ラマン顕微鏡の開発：細胞内無染色分子イメ

ージングの実現 
２５０ 

花岡 健二郎 
東京大学大学院薬学系研究科 
薬品代謝化学教室 
准教授 

新たな赤色蛍光団の開発と蛍光プローブへの

応用 ２５０ 

 
 

第７回（平成２６年度）中谷賞表彰対象 
大賞  該当無し 
 
奨励賞 
氏  名 所 属 機 関・職名 受賞テーマ 表彰金額 

野地 博行 

東京大学大学院工学系研究科 

応用化学専攻 

教授 

バイオ分子の１分子デジタル計数技術の創成

とその応用 
２５０ 

齊藤 博英 

京都大学iPS細胞研究所 

初期化機構研究部門 

教授 

人工RNAスイッチによる標的細胞の精密な識

別及び運命決定技術の開発 
２５０ 

関谷   毅 

大阪大学産業科学研究所 

第１研究部門（情報・量子科学系） 

教授 

究極の柔らかさと薄さを持つ生体センサシー

トの開発と極低侵襲医療機器への応用 
２５０ 

 
 

第８回（平成２７年度）中谷賞表彰対象 
大賞 
氏  名 所 属 機 関・職名 受賞テーマ 表彰金額 

民谷 栄一 
大阪大学大学院工学研究科 
教授 

ナノ・マイクロデバイスを用いたバイオセンサ

ーの実用化に関する先導的研究 
５００ 

 
奨励賞 
氏  名 所 属 機 関・職名 受賞テーマ 表彰金額 

木内 泰 京都大学大学院医学研究科 
准教授 

標的に結合解離する蛍光プローブを用いた超

解像蛍光顕微鏡法の開発 ２５０ 

牛場  潤一 慶應義塾大学理工学部 
准教授 脳運動機能の回復を支援するBMIの開発 ２５０ 
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第９回（平成２８年度）中谷賞表彰対象 

大賞 
氏  名 所 属 機 関・職名 受賞テーマ 表彰金額 

杉浦 清了 

東京大学大学院 

新領域創成科学研究科 

特任教授 

生体の多階層の計測データを統合し新たな

情報を生み出す心臓シミュレータ”

UT-Heart”の開発 

５００ 

 
奨励賞 
氏  名 所 属 機 関・職名 受賞テーマ 表彰金額 

竹内 昌治 
東京大学生産技術研究所  

教授 

マイクロ流体デバイス技術を利用した膜タ

ンパク質センサの開発 
２５０ 

栁澤 琢史 

大阪大学国際医工情報センター 

臨床神経医工学・寄附研究部門 

講師 

ECoG/MEG-BMI義手による重度麻痺患者の運

動機能再建と幻肢痛治療への応用 
２５０ 

 
 

第１０回（平成２９年度）中谷賞表彰対象 
大賞 
氏  名 所 属 機 関・職名 受賞テーマ 表彰金額 

椎名 毅 

京都大学大学院医学研究科 

人間健康科学系専攻 

教授 

組織性状・機能情報の新規イメージング技術

の先駆的研究と超音波エラストグラフィの

開発 

５００ 

松田 道行 

京都大学大学院 

生命科学研究科 

教授 

細胞内情報伝達分子の活性を生きた動物で

可視化する技術の開発 
５００ 

 
奨励賞   該当無し 

 
 

第１１回（平成３０年度）中谷賞表彰対象 
大賞 
氏  名 所 属 機 関・職名 受賞テーマ 表彰金額 

染谷隆夫 
東京大学大学院工学系研究科教

授・理化学研究所チームリーダー 

伸縮性エレクトロニクスによる生体情報計

測の先駆的研究 
５００ 

 
奨励賞 
氏  名 所 属 機 関・職名 受賞テーマ 表彰金額 

今村博臣 

京都大学大学院 

生命科学研究科 

准教授 

単一細胞レベルで生細胞内ATP濃度を画像化

する技術の開発とその応用 
２５０ 

山東信介 

東京大学大学院 

工学系研究科 

教授 

核偏極-核磁気共鳴計測を実現する分子技術

の開発と高感度生体分子イメージングへの

応用 

２５０ 
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第１２回（令和元年度）中谷賞表彰対象 
大賞 
氏  名 所 属 機 関・職名 受賞テーマ 表彰金額 

野地 博行 

東京大学 
大学院工学系研究科 
教授 

デジタルバイオ分析法 ５００ 

 
奨励賞 
氏  名 所 属 機 関・職名 受賞テーマ 表彰金額 

高橋 康史 
金沢大学 
新学術創成研究機構 
准教授 

シングルセル電気化学イメージング技術の

創成 ２５０ 

伊野 浩介 
東北大学 
大学院工学研究科 
准教授 

培養組織の計測に向けた電気化学イメージ

ングデバイスの開発 ２５０ 

城口 克之 
理化学研究所 
生命機能科学研究センター 
チームリーダー 

生体１分子計測技術の開発：蛋白質の動態観

察から核酸定量計測への発展 ２５０ 

 

307



 

技術開発に対する助成状況（金額単位：万円） 

（敬称略・順不同） 
 

第１回（昭和５９年度）技術開発助成対象 

氏 名 所 属 機 関・職 名 研  究  題  目 助成金額 

中谷  一 
大阪厚生年金病院眼科部長 

大阪大学医学部非常勤講師 
眼底の定量立体計測法の開発に関する研究 ４００ 

神津 忠彦 
東京女子医科大学 

 消化器内科 助教授 

臨床医学分野における電子計測技術に関する

基礎的研究 
３５０ 

志賀  健 
愛媛大学医学部 

第二生理 教授 

ＴＶ画像処理による血小板凝集反応の数値解

析 
１５０ 

神野 耕太郎 
東京医科歯科大学医学部 

第二生理学講座 教授 

オプトエレクトロニクスを活用した活動電位

の光学的超多部位同時測定装置の研究開発 
２００ 

西原  浩 
大阪大学工学部 

 電子工学科 教授 

光ＩＣ技術を用いたファイバ血流速度計測シ

ステムの小型化に関する研究 
２００ 

梶谷 文彦 
川崎医科大学 

 医用工学 教授 

Walsh変換による64チャンネル高周波超音波

パルスドプラ血流速信号の実時間計測処理シ

ステムの開発とその応用 

３００ 

 
第２回（昭和６０年度）技術開発助成対象 

氏 名 所 属 機 関・職 名 研  究  題  目 助成金額 

七里 元亮 
大阪大学医学部 

 第一内科 助教授 

Field Effective Transistorを用いたインス

リン免疫センサーの開発 
２８０ 

杉江  昇 
名古屋大学工学部 

 電気工学第二学科 教授 

音声合成方式発声代行システムのための電子

計測技術に関する研究 
３００ 

菊地  眞 
防衛医科大学校 

医用電子工学講座 教授 

パラメトリックアレーを用いた超音波非線形

パラメータＣＴによる生体組織性状診断に関

する研究 

２００ 

船久保 煕康 
東京大学工学部 

精密機械工学科 教授 

心臓用人工弁機能の電子計測技術システムの

開発 
２３０ 

赤澤 堅造 
大阪大学工学部 

 電気工学科 助手 

データ圧縮による生体信号の長時間計測と痙

性の定量的評価への応用 
２００ 

三木 吉治 
愛媛大学医学部 

 皮膚科 教授 
高周波超音波診断装置の開発 ２５０ 

中根  央 
東京理科大学工学部 

 電気工学科 助手 
運動時における連続血圧測定装置の開発研究 ２００ 

高橋  隆 
東海大学医学部 

 教授 
水晶体混濁度測定装置の研究開発 ２２０ 

村田 計一 
東京医科歯科大学 

 難治疾患研究所 教授 

内耳よりの音放射に関する基礎的研究と臨床

検査法への応用 
２２０ 
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第３回（昭和６１年度）技術開発助成対象 
氏 名 所 属 機 関・職 名 研  究  題  目 助成金額 

北畠  顕 
大阪大学医学部 

 第一内科 講師 

心臓・血管内血流速度ベクトル分布イメージ

ング装置の開発 
２５０ 

戸川 達男 
東京医科歯科大学 

 医用器材研究所 教授 
基礎体温自動計測システムの開発 ２５０ 

奥山 雅則 
大阪大学基礎工学部 

電気工学科 助教授 

サーモグラフィー用室温動作赤外線撮像素子

の開発 
２５０ 

尾崎 幸洋 

東京慈恵会医科大学 

共同利用研究部分析機器室 

助手 

レーザーラマン分光法に基づく白内障予知シ

ステムの基礎的研究 
１５０ 

武者 利光 

東京工業大学 

 大学院総合理工学研究科 

 教授 

磁性体微粒子によって散乱される光の偏波面

ゆらぎを利用した免疫反応の超高感度検出に

関する研究 

２００ 

古幡  博 

東京慈恵会医科大学 

 医用エンジニアリング研究室 

助教授 

超音波位相追従法による血管追跡型超音波パ

ルスドプラ血流計の開発 
２２０ 

八木 直人 
東北大学医学部 

 第一薬理 助手 

生体内における筋活動のＸ線回折法による計

測技術の開発 
２３０ 

矢崎 義雄 
東京大学医学部 

 第三内科 講師 

レーザー顕微蛍光分光測定法による単一細胞

内カルシウムイオン濃度測定法の開発 
３００ 

片山 芳文 

東京医科歯科大学 

 難治疾患研究所 

 自律生理学部門 教授 

超高感度カメラと画像処理技術を用いた細胞

内カルシウムイオンの動態・解析システムの

開発 

２００ 

 
第４回（昭和６２年度）技術開発助成対象 

氏 名 所 属 機 関・職 名 研  究  題  目 助成金額 

堀  正二 
大阪大学医学部 

 第一内科 助手 

微小循環解析のための超音波の圧依存性音響

特性変化に基づく新しい非侵襲的圧計測 
２３０ 

横地 高志 
福井医科大学医学部 

 微生物学講座 助教授 

レーザーフローサイトメトリーによる細菌の

分類・同定システムの開発とその臨床応用 
１８０ 

岡本 卓爾 
岡山大学工学部 

情報工学科 教授 
反射評価システムに関する開発 ２３０ 

輕部 征夫 
東京工業大学資源化学研究所 

教授 

半導体集積技術を利用した埋め込み型バイオ

センサーの開発 
２３０ 

大西  昇 
名古屋大学工学部 

 電気工学第２学科 講師 
盲人用図面認識支援システムの研究開発 ２００ 

新妻  博 
東北大学脳疾患研究施設 

 脳神経外科 講師 

SQUID 磁束計を用いた脳磁波計測システムの

臨床検査法への応用 
２００ 

巽  典之 大阪市立大学医学部 
 臨床検査医学教室 講師 網赤血球計数の標準化に関する研究 １８０ 

滝島  任 東北大学医学部 
 第一内科 教授 

伝達関数法に基づく開心術中の心筋保護効果

監視装置の開発 ２５０ 

吉村 武晃 神戸大学工学部 
 計測工学科 助教授 

格子像投影方式定量立体計測法による眼底診

断装置の試作研究 ２５０ 

 

309



 

 
第５回（昭和６３年度）技術開発助成対象 

氏 名 所 属 機 関・職 名 研  究  題  目 助成金額 

星宮  望 
東北大学工学部 

 通信工学科 教授 

中枢神経損傷による運動筋麻痺患者の機能再

建のための計画・制御に関する研究 
３００ 

鈴木 直樹 

東京慈恵会医科大学 

 医用エンジニアリング研究室 

助手 

冠動脈疾患の無侵襲的三次元的診断装置の開

発 
１５０ 

河盛 隆造 
大阪大学医学部 

第一内科 講師 

長期生体内連続測定を可能とする植え込み型

ブドウ糖センサの開発 
２５０ 

辻岡 克彦 
川崎医科大学 

医用工学 助教授 

術中局所心機能評価のための超音波ドプラト

ラッキング層別厚計の開発 
２５０ 

鈴木 良次 
東京大学工学部 

 計数工学科 教授 

手の動作の計測・評価システムに関する研究  

―三次元空間での手の運動の最適制御問題へ

の応用― 

３００ 

鳥脇 純一郎 
名古屋大学工学部 

 情報工学科 教授 

ＣＴ画像に基づく人体組織の三次元計測技術

の基礎的研究 
２００ 

山下 安雄 
東海大学医学部 

 ＭＥ学教室 助教授 

超音波による生体組織の硬さの画像化に関す

る研究開発 
２００ 

喜多村 直 
九州工業大学情報工学部 

 教授 

携帯用の人工心臓駆動装置のための血圧血流

量間接計測技術の開発 
２３０ 

 
第６回（平成元年度）技術開発助成対象 

氏 名 所 属 機 関・職 名 研  究  題  目 助成金額 

富川 義朗 
山形大学工学部 

 電気工学科 教授 

がん温熱療法における非侵襲的患部温度計測

法の研究 
１５０ 

中鉢 憲賢 
東北大学工学部 

 電気工学科 教授 

心臓疾患の音響的精密診断のための心音計測

技術・時系列分析法の開発に関する研究 
２４０ 

上野 照剛 
九州大学工学部 

電気工学科 教授 
脳磁図計測と脳機能局在性推定に関する研究 ２２０ 

七里 元亮 
熊本大学医学部 

代謝内科学講座 教授 

フーリェ変換赤外分析法を応用した血糖値の

非侵襲的計測法の開発 
２３０ 

藤居  仁 
九州工業大学情報工学部 

 電子情報工学教室 教授 

レーザースペックル法による眼底血流画像化

装置の開発 
２００ 

立川  光 
香川医科大学医学部 

 一般教育物理学 教務職員 
連続画像の自動識別による動態機能解析 ２００ 

千原 國宏 
大阪大学基礎工学部 

 制御工学科 助教授 

超音波による瞬時三次元情報可視化装置の開

発 
２５０ 

赤塚 孝雄 山形大学工学部 
 情報工学科 教授 

放射光を用いた冠動脈診断のための高速画像

採取解析システム ２２０ 

渡邊  瞭 東京大学医学部 
医用電子研究施設 助教授 

振戦の機械的励振解析による運動制御情報の

計測評価のシステム ２００ 

升島  努 広島大学医学部 
 総合薬学科 教授 

レーザー光音響・蛍光法による多項目同時イ

ムノアッセイシステムの開発 ２００ 
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第７回（平成２年度）技術開発助成対象 

氏 名 所 属 機 関・職 名 研  究  題  目 助成金額 

今井  洋 
九州工業大学情報工学部 

 電子情報工学科 助教授 

スーパールミネッセントダイオードを用いた

多粒子流体速度測定システムの開発 
２３０ 

久米 章司 
山梨医科大学医学部 

 検査部 教授 

血小板の細胞内カルシウムイオン、細胞内pH

および凝集能の同時測定が可能な蛍光分光光

度計の開発 

１７０ 

清水 孝一 
北海道大学工学部 

生体工学専攻 助手 

光による生体内の構造および機能情報計測法

の開発 
１８０ 

藤村 貞夫 
東京大学工学部 

計数工学科 教授 

符号化開口ＣＴを用いた生体組織内 

ＲＩ分布の三次元計測 
２００ 

都甲  潔 
九州大学工学部 

 電子工学科 助教授 

脂質膜をトランスデューサとするマルチチヤ

ンネル味センサ 
１８０ 

今坂 藤太郎 
九州大学工学部 

 工業分析化学講座 助教授 

半導体レーザー分光分析法による生理活性物

質の微量分析の研究 
２００ 

馬場 一憲 
東京大学医学部 

医用電子研究施設 講師 

超音波像高速三次元表示システムの開発と新

しい胎児診断法への応用 
２５０ 

早川  徹 
大阪大学医学部 

 脳神経外科 教授 

インテリジェントニューロサージカルマイク

ロスコープの開発 
２２０ 

吉原 治正 
大阪大学医学部 

生理学第一講座 助手 

組織の酸素圧と酸化還元電位の二次元・時系

列マッピングシステムの開発 
１８０ 

尾辻 省吾 
鹿児島大学医学部 

 臨床検査医学講座 教授 

電子スピン共鳴法による血管内皮細胞の膜流

動性およびフリーラジカルの測定と病態にお

ける変動 

２００ 

 
第８回（平成３年度）技術開発助成対象 

氏 名 所 属 機 関・職 名 研  究  題  目 助成金額 

岡田 正彦 新潟大学医学部 
 検査診断学教室 教授 

動脈硬化症診断のための血管モデルの構築と

計測技術の研究開発 
２２０ 

大坂 武男 東京工業大学大学院 
 総合理工学研究科 助教授 

極微小電極ボルタンメトリーを用いる in 

vivoカテコールアミンセンサの開発 
２２０ 

酒井 清孝 早稲田大学理工学部 
応用化学科 教授 

電気化学発光法を用いた生体内物質の連続計

測技術の開発 
２２０ 

臼井 支朗 
豊橋技術科学大学工学部 

情報工学系 教授 

瞳孔筋系の逆モデルに基づく無重力環境下の

自律神経活動推定に関する研究 
２００ 

石原  謙 
国立大阪病院臨床研究部 

 医用工学研究室 室長 

超解像超音波断層法の開発と不可視情報の可

視化 
２５０ 

菅  弘之 
岡山大学医学部 

 第二生理学教室 教授 

心室容積計測用コンダクタンスカテーテルの

絶対容積キャリブレーション法の開発 
２００ 

信太 克規 
佐賀大学理工学部 

電気工学科 教授 
脳内温度分析観測のための誘電率精密測定 ２００ 

宮保  進 
福井医科大学医学部 

 第三内科 教授 

マイクロ波を用いた非接触生体微小変位測定

装置の開発と臨床応用 
２００ 

荒木  勉 
徳島大学工学部 

機械工学科 助教授 

時間分解顕微蛍光ファイバースコープの開発

とヒト歯牙診断への応用 
１８０ 
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氏 名 所 属 機 関・職 名 研  究  題  目 助成金額 

豊岡  了 
埼玉大学工学部 

 応用物理学講座 教授 
部分空間法による顕微分光画像解析 １８０ 

稲田  紘 
国立循環器病センター研究所 

 研究機器管理室 室長 

長時間血圧・心電図・身体活動度同時モニタ

リング装置の開発 
１８０ 

八幡 義人 
川崎医科大学 

 内科学 教授 
赤血球異常症診断プロトコールの研究開発 １８０ 

 
第９回（平成４年度）技術開発助成対象 

氏 名 所 属 機 関・職 名 研  究  題  目 助成金額 

澤田 嗣郎 
東京大学工学部 

工業化学科 教授 

圧電性材料を用いたキャピラリー電気泳動

(CZE)の高感度検出法の開発とＤＮＡシーケ

ンサへの応用 

２００ 

江刺 正喜 
東北大学工学部 

 機械電子工学科 教授 
超小形集積化圧力センサの医用計測への応用 ２００ 

濱﨑 直孝 
九州大学医学部 

検査部 教授 
赤血球内酵素の自動分析システムの開発 ２００ 

竹中 繁織 

九州工業大学情報工学部 

生物化学システム工学科 

助教授 

遺伝子検出における電子計測技術の開発 ２００ 

森田 龍彌 
大阪大学工学部 

 電気工学科 助教授 

相関スペクトル解析法による局部微小網膜電

位の計測 
２００ 

出口 光一郎 
東京大学工学部 

計数工学科 助教授 
内視鏡画像による三次元形状計測 ２００ 

宮川 道夫 
新潟大学工学部 

 情報工学科 教授 

マイクロ波による体内温度の断層撮像技術に

関する研究 
２００ 

渡辺 清明 
慶応義塾大学医学部 

 中央臨床検査部 講師 

血栓形成における血管内皮細胞の制御機構の

解明 ―ずり応力負荷装置を用いた流体力学

的アプローチ― 

２００ 

谷口 郁雄 

東京医科歯科大学 

 難治疾患研究所 

情報医学研究部門 教授 

光学的多点計測による大脳皮質聴覚領の神経

活動の画像化 
１８０ 

南戸 秀仁 金沢工業大学工学部 
 電子工学科 教授 

生体のＸ線回折用高感度二次元イメージセン

サシステムの開発 １５０ 

 
第１０回（平成５年度）技術開発助成対象 

氏 名 所 属 機 関・職 名 研  究  題  目 助成金額 

尾崎 由基男 
山梨医科大学医学部 

 臨床検査医学講座 助教授 

散乱光による粒子計測法を用いた血小板凝

集能計測器の開発 
２５０ 

金井  浩 
東北大学工学部 

 電気工学科 助教授 

超音波による動脈壁上の微小振動の計測に

基づく早期動脈硬化症の非侵襲的診断装置 
２２０ 

松田 甚一 
長岡技術科学大学工学部 

 教授 

光音響分光法による高次生体機能の非侵襲

的観測・評価に関する研究 
２００ 

橋本 大定 
東京警察病院 

 外科部長 

超音波ＣＴの開発と医用画像三次元再構成

による三次元計測 
２００ 
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氏 名 所 属 機 関・職 名 研  究  題  目 助成金額 

丸山 征郎 
鹿児島大学医学部 

 臨床検査医学講座 教授 

キャピラリー電気泳動法によるアポトーシ

ス時の断片化したＤＮＡの測定 
２００ 

赤澤 堅造 
神戸大学工学部 

 情報知能工学科 教授 

骨格筋の粘性・弾性係数計測システムの開発

と収縮特性評価への応用 
２００ 

桐野 高明 
東京大学医学部 

 脳神経外科 教授 

脳神経外科手術における運動機能のモニタ

リングの開発 
２００ 

黒田  輝 
大阪市立大学工学部 

電気工学科 助手 

核磁気共鳴による体内温度分布の無侵襲画

像化法に関する研究 
１８０ 

野口 義夫 
佐賀大学理工学部 

 電気工学科 教授 

スリット・スキャン・フローサイトメータに

よるＤＮＡ診断法の開発 
１５０ 

増山  理 
大阪大学医学部附属病院 

 第一内科 医員 
血管内超音波法を用いた生体内での動脈硬

化病変性状の定量的診断法の開発 
１５０ 

辰巳 仁史 
東京医科歯科大学 

 難治疾患研究所 助手 
光ピンセットを用いて細胞膜蛋白分子間の

相互作用力を計測する技術 
１５０ 

 
第１１回（平成６年度）技術開発助成対象 

氏 名 所 属 機 関・職 名 研  究  題  目 助成金額 

太田  茂 川崎医療福祉大学医療技術部 
医療情報学科 教授 

心電図の無意識的計測を行うための入力機構

と信号処理システムの開発 
２２０ 

高橋 幸郎 埼玉大学地域共同研究センター 
 助教授 

筋電制御式完全埋め込み型機能的電気刺激装

置の開発 
１８０ 

前田 瑞夫 九州大学工学部 
応用物質化学科 助教授 

ＤＮＡの電極への効率的固定化と化学センサ

への応用 
２００ 

相沢 義房 新潟大学医学部 
第一内科学教室 講師 

不整脈発生源からの微小電位記録法の開発と

応用に関する研究 
１８０ 

三神 大世 北海道大学医学部附属病院 
 循環器内科学講座 助手 

三次元超音波法による心臓の動態評価と機能

計測 
２００ 

田中 志信 
東京医科歯科大学 
医用器材研究所 
有機材料部門 助手 

高生体適合性血管内留置型酸素分圧センサの

開発 ２００ 

河田  聡 大阪大学工学部 
 応用物理学科 教授 

レーザー・トラッピングされたプローブを用

いたニアフィールド光学顕微鏡による生体細

胞内のナノメトリック観察に関する研究 
２００ 

佐藤 正明 東北大学工学部 
 機械電子工学科 教授 

血液および血管壁の自己蛍光分析による動脈

硬化診断装置の開発に関する基礎的研究 ２００ 

来  関明 静岡大学工学部 
 電気電子工学科 助教授 電子線干渉計測と生物構造解析への応用 ２００ 

井須 尚紀 鳥取大学工学部 
 知能情報工学科 助教授 

動揺病発症における半規管、耳石器、および

頚部体性感覚の関与に関する研究 １８０ 

上野 照剛 東京大学医学部 
 医用電子研究施設 教授 磁気刺激による生体機能測定に関する研究 ２００ 
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第１２回（平成７年度）技術開発助成対象 
氏 名 所 属 機 関・職 名 研  究  題  目 助成金額 

辻  隆之 
国立循環器病センター研究所 

実験治療開発部 部長 

植え込み型水晶体温センサによる移植臓器の

遠隔期拒絶反応の無侵襲検知に関する研究 
２５０ 

井口  学 
大阪大学工学部 

材料開発工学科 助教授 

動的画像解析法による生体細胞の同定と個数

の迅速測定に関する研究 
２００ 

須川 秀夫 
京都大学大学院医学研究科 

臨床生体統御医学講座 講師 

電子計測技術を用いた血液中甲状腺悪性腫瘍

特異抗原定量系の開発 
２００ 

中村  収 
大阪大学大学院工学研究科 

物質・生命工学専攻 助教授 

多光子過程による紫外高分解能走査型レーザ

ー顕微鏡とその生物学への応用 
２５０ 

松本 博志 
東京大学大学院工学系研究科 

 精密機械工学専攻 教授 

音響学的方法による冠動脈狭窄検出装置の開

発に関する研究 
１８０ 

岡田 徳次 
新潟大学工学部 

情報工学科 教授 

頸の傾斜、回転、および回旋角測定装置の研

究開発 
２００ 

野崎  修 
近畿大学医学部 

 臨床病理学講座 講師 
微小電極法による遊離細胞膜表面電位の測定 １８０ 

川上 憲司 
東京慈恵会医科大学 

 放射線医学教室 教授 

新しいガンマ線用検出器カドニウム亜鉛テロ

ライドを応用した循環・呼吸計測用ポータブ

ル装置の開発 

１８０ 

小林  淳 
三重大学工学部 

分子素材工学科 助手 

水晶振動子の電極表面に直接結合する遺伝子

組替え抗体の作製と免疫センサーへの応用 
１８０ 

 
第１３回（平成８年度）技術開発助成対象 

氏 名 所 属 機 関・職 名 研  究  題  目 助成金額 

春名 正光 大阪大学医学部 
保健学科 教授 

低コヒーレンス光干渉計測による生体表皮組

織の構造検出と計測系の小型化に関する研究 
２３０ 

小澤 孝一郎 広島大学医学部 
総合薬学科 講師 

細菌解析フローサイトメーターの開発と実用

検査手法の確立 
２００ 

松田 信義 川崎医科大学 
検査診断学 教授 

コンピュータ支援による尿検査バリデーショ

ンシステムの研究 
２００ 

井街  宏 東京大学医学部 
医用電子研究施設 教授 

体内埋め込みが可能な微小循環観察プローブ

の開発 
２００ 

津田 孝雄 名古屋工業大学工学部 
 応用化学科 助教授 

全血試料および毛細管内細胞交叉電気泳動法

を用いた血液型およびクロスマッチ判定 
１６０ 

松尾 裕英 香川医科学 
第二内科学 教授 

超音波ドプラ法による局所脈波速度計測法の

新開発 １８０ 

民谷 栄一 北陸先端科学技術大学院大学 
 材料科学研究科 教授 

医療用マイクロマシン型バイオセンサーシス

テム ２００ 

竹内 俊文 
広島市立大学情報科学部 
 情報機械システム工学科 
 教授 

バイオミメティック有機素子を用いた血中コ

レストロール計測用センサーの開発 ２００ 

田畑 勝好 京都大学医療技術短期大学部 
衛生技術学科 助教授 

バイオリアクターを中核とするＦＩＡ法によ

る糖尿病関連物質の高感度化学発光分析法の

開発に関する研究 
２００ 

入交 昭彦 高知医科大学 
 生理学講座 教授 

全血の交流アドミッタンス計測による赤血球

凝集（連銭形成）計の試作 １５０ 
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第１４回（平成９年度）技術開発助成対象 
氏 名 所 属 機 関・職 名 研  究  題  目 助成金額 

鈴木 喜隆 
国立水産大学校 

食品化学科 教授 

一重項酸素および一酸化窒素の特異的検出法

としての高感度近赤外域発光分光装置の開発 
２００ 

川田 善正 
静岡大学工学部 

 機械工学科 助教授 

共焦点型偏光顕微鏡の開発と生物細胞の偏光

解析への応用 
２００ 

柴田 政廣 
東京大学大学院医学系研究科 

生体物理医学専攻 講師 

微量試料による組織酸素消費率の燐光測定法

の開発 
２００ 

黒田  輝 
大阪市立大学工学部 

電気工学科 助手 

プロトン磁気共鳴画像化法を用いた生体内温

度分布の非侵襲画像計測の研究 
１７０ 

松本 健郎 
東北大学大学院工学研究科 

 機械電子工学専攻 助教授 

ピペット吸引法を応用した生体組織微小領域

弾性率計測システムの開発に関する研究 
１８０ 

相津 佳永 
室蘭工業大学工学部 

機械システム工学科 助教授 

高感度フォトダイオードアレイを利用した実

時間眼底計測法の開発 
１８０ 

横山 憲二 
北陸先端科学技術大学院大学 

 材料科学研究科 助教授 

イニファーター重合法を利用したインテリジ

ェントバイオセンサーの開発 
１７０ 

佐々木 一正 
北海道工業大学 

 応用電子工学科 教授 

光ファイバ形センサ方式による発ガン関連酵

素センシングシステムの開発 
１７０ 

松田 哲也 
京都大学医学部附属病院 

医療情報部 助教授 

Ｂurst パルスを用いた超高速ＭＲＩ法の実

用化 
１００ 

松原 広己 岡山大学医学部 
 循環器内科 助手 

コンダクタンス法を用いた血管内径および血

管壁性状評価の試み １００ 

 
第１５回（平成１０年度）技術開発助成対象 

氏 名 所 属 機 関・職 名 研  究  題  目 助成金額 

南谷 晴之 
慶応義塾大学理工学部 

 物理情報工学科 教授 

マイクロチャンネル微小血管モデルのマイク

ロマシーニングと血球細胞の変形・凝集能の

画像解析システムに関する研究 

２００ 

石田 英之 
東海大学医学部 

 生理科学 講師 

超高感度４倍速テレビカメラの開発と心筋細

胞内カルシウムイオン動態の高速三次元画像

解析 

１８０ 

清水  章 
大阪医科大学 

病態検査学教室 教授 

蛋白質構造異常症のソフトイオン化質量分析

による臨床検査技術の開発 
１８０ 

片山 佳樹 
九州大学大学院工学研究科 

材料物性工学専攻 助教授 

遺伝子結合性タンパク計測のためのバイオセ

ンサの研究・開発 
１５０ 

田中 拓男 
大阪大学大学院基礎工学研究科 

物理系専攻 助手 

表面プラズモン共鳴と２光子励起蛍光を用い

た高感度単一生体有機分子イメージング 
１６０ 

楠岡 英雄 
国立大阪病院 

 臨床研究部 部長 

カルシウム依存性蛋白分解酵素活性とカルシ

ウム濃度の細胞内同時測定システムの開発 
１８０ 

今井 清博 
大阪大学大学院医学系研究科 

 情報伝達医学専攻 助教授 
携帯型酸素解離曲線自動解析装置の開発 １４０ 

野入 英世 
東京大学医学部附属病院 

腎臓・内分泌内科 助手 

電気的細胞接着度解析法を用いた癌細胞浸潤

度に関する定量的検討 
１６０ 

鈴木 政登 
東京慈恵会医科大学 

 臨床検査医学講座 講師 

ラット用運動負荷時エネルギー代謝測定装置

の開発およびその適用―糖尿病性腎症に対す

る運動処方に関する研究― 

１７０ 
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氏 名 所 属 機 関・職 名 研  究  題  目 助成金額 

長倉 俊明 

鈴鹿医療科学技術大学 

 医用工学部医用電子工学科 

 助教授 

糖尿病治療のための自律型微小インスリン注

入システムの研究 
１８０ 

 
第１６回（平成１１年度）技術開発助成対象 

氏 名 所 属 機 関・職 名 研  究  題  目 助成金額 

佐藤 勝重 東京医科歯科大学医学部 
 生理学第二講座 助手 

脱分極誘発色素を用いたlaser photo- 

stimulationシステムの開発と応用 
２１０ 

石山 陽事 杏林大学保健学部 
 臨床生理学教室 教授 

無拘束型心電図導出用パット電極センサの開

発 
２００ 

辻 千鶴子 東海大学医学部 
生理科学２ 講師 デァルコントラスト肺微小血管造影法の開発 １８０ 

枡田 晃司 愛媛大学医学部 
 医療情報部 助手 

マイクロカプセルによる臓器の自動抽出と薬

物ターゲッテイングを兼ねた新しい超音波診

断・低侵襲治療システムの開発 

２００ 

熊谷 俊一 神戸大学医学部 
 臨床検査医学講座 教授 

血球計数器による抹消血および採取幹細胞分

画での幹細胞簡便計測法の確立 
１７０ 

田中 三郎 豊橋技術科学大学工学部 
 エコロジー工学系 助教授 

乳癌にともなうリンパ節生検用トレース装置

の開発 １８０ 

大城  理 
奈良先端科学技術大学院大学 
 先端科学技術研究調査センタ

ー 助教授 
超高速超音波立体イメージングに関する研究 １６０ 

萩原 正敏 
東京医科歯科大学 
難治疾患研究所 教授 

細胞内におけるリン酸化依存的蛋白質間相互

作用のイメージング １５０ 

橋本  守 
大阪大学大学院基礎工学研究科 

システム人間系専攻 
 講師 

コヒーレントアンチストークスラマン散乱顕

微鏡による生体組織の三次元局所空間分子分

光分析 
１８０ 

岩田 哲郎 
徳島大学工学部 
 機械工学科 助教授 

ワンチップ時間分解分光分析システムの開発

と生体計測への応用 １５０ 

 
第１７回（平成１２年度）技術開発助成対象 

氏 名 所 属 機 関・職 名 研  究  題  目 助成金額 

石田 昭人 

大阪大学産業科学研究所 

 機能分子科学研究部門 

 助手 

微小空間内に局在する増強電場を用いる超高

密度・高感度蛍光分析 
２００ 

近江 政雄 

金沢工業大学 

人間情報システム研究所 

教授 

視線追従により手術者の意図を計測し内視鏡

術野を提示するシステムの開発 
２００ 

梶川 浩太郎 

東京工業大学大学院総合理工学

研究科 物理情報システム創造

専攻 助教授 

超小型表面プラズモン光ファイバ生化学セン

サの作製 
２００ 

小池 卓二 
東北大学大学院工学研究科  

機械電子工学専攻 講師 

マイクロマシン技術を応用した術中使用可能

な耳小骨可動性測定装置の開発 
２００ 
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氏 名 所 属 機 関・職 名 研  究  題  目 助成金額 

末廣 純也 

九州大学大学院システム情報

科学研究院 電気電子システ

ム工学専攻 助教授 

誘電泳動インピーダンス計測による細菌活性の

リアルタイムモニタリング法の開発 
２００ 

庭野 道夫 

東北大学電気通信研究所 

 物性機能デバイス研究部門 

教授 

多重内部反射赤外分光による生体分子計測シス

テムの構築 
２００ 

日野田 裕治 
山口大学医学部 

 臨床検査医学講座 教授 

癌の臨床検査を目指した質量分析機による遺伝

子多型解析法の開発 
２００ 

山越 憲一 
金沢大学工学部 

 人間・機械工学科 教授 
携帯型循環動態連続計測システムの開発研究 ２００ 

山名 一成 
姫路工業大学工学部 

 応用化学科 助教授 

アントラキノンーＤＮＡ修飾電極によるＤＮＡ

センシング 
２００ 

 
第１８回（平成１３年度）技術開発助成対象 

氏 名 所 属 機 関・職 名 研  究  題  目 助成金額 

中村 真人 

東京医科歯科大学 

生体材料工学研究所  

生体システム分野 助教授 

無侵襲血糖計測の新手法―ハイスピード・エリ

プソメトリーによる生体偏光脈波の計測 
２５０ 

安井 武史 
大阪大学大学院基礎工学研究

科 システム人間系専攻 助手 

ＴＨｚ時間領域分光法を用いた高機能皮膚診断

法の開発  

―角質層の水分量と厚さの同時測定― 

２２０ 

北島  勲 
富山医科薬科大学医学部 

 臨床検査医学講座 教授 

転写因子ＮＦ－κＢ活性化測定ＤＮＡチップ開

発によるエンドトキシンショック迅速診断 
２００ 

船津 高志 
早稲田大学理工学部 

 物理学科 助教授 

シャペロニンによるタンパク質折れたたみ機構

の１分子蛍光イメージング 
２００ 

六車 仁志 
芝浦工業大学工学部 

 電子工学科 助教授 

真空一貫プロセスで作製する銀を利用した表面

プラズモン共鳴バイオセンサー用チップ 
２００ 

高松 哲郎 
京都府立医科大学 

 第２病理学教室 教授 

多層観察型リアルタイム共焦点蛍光顕微鏡の開

発 
１８０ 

鈴木 隆文 
東京大学国際・産学共同研究セ

ンター 医用分野 助手 

自律神経系信号による人工心臓制御システムの

開発 
１８０ 

熊谷 正朗 
東北大学大学院工学研究科 

 機械電子工学専攻 助手 

回転磁界と差動磁界を用いた生体運動計測装置

の開発 
１００ 

山本 克之 
北海道大学大学院工学研究科  

システム情報工学専攻 教授 

近赤外分光法を用いた筋組織酸素濃度の実時間

イメージングと筋代謝の定量評価 
１５０ 

正宗   賢 
東京電機大学理工学部 

 生命工学科 講師 

三次元医用画像投影システムにおける精度評価

のための計測手法に関する研究 
１５０ 

秀  道広 
広島大学医学部 

 皮膚科学講座 教授 

表面プラズモン共鳴バイオセンサ(SPR)による

細胞機能測定技術の開発 
１５０ 

 
第１９回（平成１４年度）技術開発助成対象 

氏 名 所 属 機 関・職 名 研  究  題  目 助成金額 

伊藤 聡志 宇都宮大学工学部 
 情報工学科 助教授 回折理論を応用した磁気共鳴映像法の研究 ２２０ 
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氏 名 所 属 機 関・職 名 研  究  題  目 助成金額 

山田 憲嗣 
広島市立大学情報科学部 
 情報機械システム工学科 
  助手 

複眼光学系を利用した超小型・薄型三次元内視

鏡の開発と三次元表示系への展開 
２５０ 

染谷 隆夫 
東京大学先端科学技術研究セ

ンター 物質デバイス大部門 
 極小デバイス分野 助教授 

カーボン・ナノチューブを用いたバイオセンサ

による単一生体分子の検出 
２００ 

稲垣 正司 
国立循環器病センター研究所 
 循環動態機能部 

機能評価研究室 室長 

拍動心臓での記録が可能な光学的心筋活動電位

マッピングシステムの開発 
２００ 

坂口 浩司 
静岡大学電子工学研究所 
 画像電子システム部門  

助教授 
生体ナノスケール電気計測技術の開発と応用 ２００ 

石原 美弥 防衛医科大学校 
 医用電子工学講座 助手 

関節軟骨の新しい非侵襲的粘弾性計測システム

の開発 ２００ 

前川 真人 浜松医科大学医学部 
 臨床検査医学講座 教授 

ＡＰ－ＰＣＲ－ＳＳＣＰ法による遺伝子多型の

網羅的探索法の研究 ２００ 

灰田 宗孝 
東海大学医学部 
生体構造機能系生理科学  
助教授 

眼球情報の定量的解析に基づく脳・神経系疾患

の診断技術に関する研究 ２００ 

白木 賢太郎 北陸先端科学技術大学院大学 

材料科学研究科 助手 
アミロイド型疾患因子となるタンパク質線維へ

の誘導とその定量システムの構築 １５０ 

井出 英人 
青山学院大学理工学部 
 電気電子工学科 教授 

運動関連脳電位による意図・情動伝達代行シス

テム １５０ 

 
第２０回（平成１５年度）技術開発助成対象 

氏 名 所 属 機 関・職 名 研  究  題  目 助成金額 

和田 英夫 
三重大学医学部 

 臨床検査医学講座 助教授 
網血小板判定による血小板減少症の鑑別 ２５０ 

黒川 隆志 
東京農工大学工学部 

 電気電子工学科 教授 

周波数コム発生による光コヒーレンス・トモグ

ラフィの研究 
２２０ 

丸尾 昭二 

横浜国立大学大学院 

工学研究院システムの創生

部門 助教授 

光駆動マイクロ流体制御素子の開発とバイオチ

ップ応用 
２００ 

大西 五三男 

東京大学医学部 

整形外科・脊椎外科 専任講

師 

エコートラッキングによる超音波定量診断法の

骨癒合判定への応用に関する基礎的研究 
２００ 

吉田 靖弘 

岡山大学大学院医歯学総合研

究科 

生体材料学分野 助教授 

表面プラズモン共鳴のためのリン酸カルシウム

および各種金属センサーの開発 
２００ 

橋本 秀樹 

大阪市立大学大学院理学研究

科 

 生体物性物理学 教授 

多光子励起型３次元超高速分光計測システムの

開発 
２００ 

田村 安孝 
山形大学工学部 

 情報科学科 教授 高速超音波３次元動態計測用演算システム ２００ 
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氏 名 所 属 機 関・職 名 研  究  題  目 助成金額 

望月 修一 
東京大学大学院医学系研究科 

 医用生体工学講座 助手 
センサー機能を付加した人工弁の開発 １８０ 

木竜  徹 

新潟大学大学院自然科学研究

科 

 情報理工学専攻 教授 

機能分散型健康増進支援システムのためのウエ

アラブル生体情報計測・制御ユニットの開発 
１８０ 

南  和幸 
山口大学工学部 

 機械工学科 助教授 

ＭＥＭＳ技術を用いた低侵襲組織診断のための

ＭＲＳ用マイクロプローブの開発 １７０ 

 
第２１回（平成１６年度）技術開発助成対象 

開発研究 
氏 名 所 属 機 関・職 名 研  究  題  目 助成金額 

小畠 英理 
東京工業大学大学院生命理工

学研究科 
生命情報専攻 助教授 

環境応答型高感度細胞バイオセンサの開発 ２００ 

谷下 一夫 
慶應義塾大学理工学部 
システムデザイン工学科 
教授 

生体組織への極低侵襲計測を目的とする極微小

一酸化窒素電極の開発 ２００ 

竹下 明裕 浜松医科大学医学部 
 臨床検査医学 助教授 

糖鎖結合を利用したリガンドのラベルと非放射

性受容体定量法の確立 ２００ 

和田 佳郎 奈良県立医科大学 
 生理学第一講座 講師 

動体視力トレーニング法の確立を目指した頭部

－眼球運動計測システムの開発 ２００ 

杉浦 清了 東京大学大学院新領域創成科

学研究科 環境学専攻 教授 
心筋細胞内の細胞骨格の力学特性の評価法の開

発 ２００ 

戸津 健太郎 東北大学大学院工学研究科 
 ナノメカニクス専攻 助手 

集積化３軸ＭＩセンサを用いた低侵襲検査治療

ツール用３次元ナビゲーションシステムの開発 ２００ 

久冨 信之 
国立循環器病センター研究所 
 放射線医学部医薬品機構 
 派遣研究員 

O-15標識化合物を使った脳酸素代謝・血流超迅

速PET検査法の確立 ２００ 

合田 典子 岡山大学医学部 
 保健学科 助教授 

イオン感応性電界効果トランジスタ（ISFET）
を用いた迅速・簡便な細胞活性測定システムの

開発 
１５０ 

山家 智之 東北大学加齢医学研究所 
病態計測制御研究分野 教授 

熱電子局所冷却装置と術中脳波マッピングを用

いた脳外科手術局所機能診断 １５０ 

 
奨励研究 

氏 名 所 属 機 関・職 名 研  究  題  目 助成金額 

田邉 匡生 
東北大学大学院工学研究科 
知能デバイス材料学専攻 

助手 

半導体テラヘルツ電磁波光源を用いた生体内組

織観察システムの開発 １００ 

野村 英之 金沢大学大学院自然科学研究

科 電子情報科学専攻 助手 
音声障害診断を目的とした声帯の力学的特性評

価システムの開発 １００ 

福島 修一郎 

大阪大学大学院 
基礎工学研究科 

 機能創成専攻生体工学領域 

助手 

時間分解蛍光測定用カプセル化センサーチップ

の開発 １００ 
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第２２回（平成１７年度）技術開発助成対象 
開発研究 

氏 名 所 属 機 関・職 名 研  究  題  目 助成金額 

石原 康利 

長岡技術科学大学電気系 

情報・通信システム工学講座 

助教授 

完全非侵襲がん治療を目的とした温度測定法に

関する研究 
２００ 

早崎 芳夫 
徳島大学工学部 

光応用工学科 助教授 

２波長低コヒーレンス位相シフトデジタルホロ

グラフィ 
２００ 

吉信 達夫 
東北大学大学院工学研究科 

電子工学専攻 教授 

半導体センサによるマイクロ化学チップ内部の

イメージングに関する研究 
２００ 

太田 善浩 

東京農工大学大学院共生科学

技術研究部  生命機能科学部

門 助教授 

単一ミトコンドリアの密度・体積変化の光計測 ２００ 

酒井 康弘 
東邦大学理学部 

物理学科 助教授 

イオン付着飛行時間法を用いた万能型呼気分析

装置の開発 
２００ 

和田  仁 

東北大学大学院工学研究科 

バイオロボティクス専攻 

教授 

新生児中耳疾患スクリーニングのための診断装

置の開発 
２００ 

下村 美文 
東京工科大学バイオニクス学

部 軽部研究室 助手 

生体内のダイオキシン類測定のための携帯用表

面プラズモン共鳴バイオセンサの開発 
２００ 

遠藤 恒介 
川崎医科大学 

生理学 助手 

生体内使用のカテーテル型実時間連続計測スー

パーオキサイドセンサの開発 
１００ 

三谷 博子 
杏林大学保健学部 

臨床生理学教室 講師 

SSR 検出電極を内臓した指先センサによる SAS

の型判定検出装置の開発 
１００ 

 

奨励研究 

氏 名 所 属 機 関・職 名 研  究  題  目 助成金額 

宮田 昌悟 
九州工業大学大学院 生命体工

学研究科生体機能専攻 助手 

MRI による陰性電荷イメージングを用いた再生

軟骨の非浸襲機能評価システム 
１００ 

長谷川 英之  
東北大学大学院 工学研究科 

電子工学専攻 講師 

広帯域超音波RF信号を用いた動脈壁ひずみ・弾

性率分布の高精度計測 
１００ 

富崎 欣也 

東京工業大学大学院 生命理工

学研究科 生物プロセス専攻  

  助手 

金の異常反射特性を利用した分子間相互作用検

出法に関する研究 
１００ 

細川 賀乃子 

弘前大学医学部附属病院 

リハビリテーション部 

 助手 

嚥下圧測定のための、多チャンネルでの圧同時

測定センサーの開発 
１００ 

 

第２３回（平成１８年度）技術開発助成対象 
開発研究 

氏 名 所 属 機 関・職 名 研  究  題  目 助成金額 

戸田 真志 

公立はこだて未来大学システ

ム情報科学部 情報アーキテ

クチャ学科 助教授 

耐ノイズ性を考慮した高精度な表面筋電位計測

システムの研究 
１９８ 

岩坂 正和 
千葉大学工学部 メディカル

システム工学科  助教授 

磁気トルク負荷を用いた細胞活性の低侵襲診断

法の開発 
２００ 
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氏 名 所 属 機 関・職 名 研  究  題  目 助成金額 

小沢田 正 
山形大学工学部 機械システ

ム工学科 教授 

圧電マイクロ3次元振動デバイスによる生体細

胞の内部ストレス計測と損傷治療法 
２００ 

仁井見 英樹 
富山大学附属病院 検査部 

助手 

real-time PCR 法を用いた迅速な敗血症起因菌

同定システムの構築に関する研究 
２００ 

椎名  毅 

筑波大学大学院システム情報

工学研究科 コンピューター

サイエンス専攻 教授 

超音波による組織粘弾性３Ｄマイクロスコープ

の開発 
２００ 

桑原 義彦 
静岡大学工学部 

 電気電子工学科 教授 

マイクロ波イメージングによる初期乳癌検診法

の確立 
１７０ 

金  郁喆 

京都府立医科大学大学院医学

研究科 運動器機能再生外科

学  助教授 

インピーダンス測定法を用いた新しい骨癒合判

定法の確立と携帯型測定器の開発 
２００ 

 

奨励研究 

氏 名 所 属 機 関・職 名 研  究  題  目 助成金額 

関野 正樹 

東京大学大学院新領域創成科

学研究科  

先端エネルギー工学専攻 

助手 

ＭＲＩを用いた生体インピーダンスの非侵襲・

高分解能画像計測 
１００ 

世良 俊博 

独立行政法人理化学研究所中

央研究所  

生体力学シミュリーション特

別研究ユニット協力研究員 

SPring-8 放射光を用いた小動物用４次元ＣＴ

システムの開発 
１００ 

吉武 康栄 
大分県立看護科学大学 

人間科学講座 助手 

レーザー変位計を用いた皮膚表面振動測定によ

る力調節能力評価 
１００ 

平田 伊佐雄 

広島大学大学院医歯薬学総合

研究科 

 生体材料学研究室 助手 

医用材料の迅速評価に用いる表面因子アレイチ

ップの作製とその測定システムの開発 
１００ 

田代 健太郎 
東京大学大学院工学系研究科 

化学生命工学専攻 助手 

磁性フラーレンとデンドリマーポルフィリンの

複合化による高機能ＭＲＩ造影剤の設計 
１００ 

工藤 寛之 

東京医科歯科大学 

生体材料工学研究所 

 システム研究部門 助手 

ウエアラブル化学センサを用いた非侵襲生体情

報モニタリングに関する研究 
１００ 

 

第２４回（平成１９年度）技術開発助成対象 
開発研究 

氏 名 所 属 機 関・職 名 研  究  題  目 助成金額 

岡 浩太郎 
慶應義塾大学理工学部 

生命情報学科 教授 

FRET 型蛍光タンパク質プローブに特化した新

規イメージング装置の開発 
２００ 

粟津 邦男  

大阪大学大学院工学研究科 

環境・エネルギー工学専攻 

教授 

赤外分光による非侵襲的細胞解析装置の開発 ２００ 

上村 和紀 

国立循環器病センター研究所

先進医工学センター循環動

態機能部血行動態研究室 

室員 

動脈圧波形と電気的コンダクタンスを用いた心

拍出量・左心房圧連続測定システム 
１７９ 
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氏 名 所 属 機 関・職 名 研  究  題  目 助成金額 

堀中 博道 

大阪府立大学大学院工学研究

科 電子・数物系専攻 電子物

理工学分野 教授 

光アシスト超音波速度変化イメージング法によ

る生体深部における薬剤分布モニター 
１７８ 

鳥越 秀峰 
東京理科大学理学部第一部 

応用化学科 准教授 

糖尿病発症関連遺伝子の一塩基多型の電気化学

的検出方法の開発 
２００ 

守本 祐司 
防衛医科大学校 

分子生体制御学講座 講師 

金ナノ粒子を用いた非蛍光細胞標識による生体

分子動態測定 
２００ 

南  哲人 

独立行政法人情報通信研究機

構・未来ITC研究センター 

認知科学 専攻研究員 

マルチモーダル脳計測手法を用いた脳情報デコ

ーディング技術の開発 
１９７ 

 

奨励研究                                           

氏 名 所 属 機 関・職 名 研  究  題  目 助成金額 

大森  努 
防衛医科大学校 

医用工学講座 助教 

過渡回折格子法による組織診断測定とイメージ

ング技術の開発 
１００ 

有光 小百合 

大阪大学大学院医学系研究科 

器官制御外科学(整形外科学)

講座   大学院生 

３次元バーチャルリアリティ装置による病的関

節の動態解析 
１００ 

永岡  隆 

静岡県立静岡がんセンター 

研究所 

診断技術開発研究 研究員 

がんの超早期診断に資するマルチスペクトラル

カメラの開発 
１００ 

小野 宗範 
京都大学大学院医学研究科 

神経生物学 研究員 

動物個体脳の単一神経細胞からの電気および光

学シグナルの同時計測 
 ９９ 

 

第２５回（平成２０年度）技術開発助成対象 
開発研究 

氏  名 所 属 機 関・職 名 研 究 題 目 助成金額 

桂  進司 
群馬大学大学院工学研究科 

環境プロセス工学専攻 教授 
ＤＮＡ修復反応の１分子観察系の構築 ２００ 

冨永 昌人 
熊本大学大学院自然科学研究科 

複合新領域科学専攻 助教 

細胞内活性評価のための酵素固定化ナノセン

サ電極の開発 
２００ 

角田 直人 

九州大学大学院工学研究院 

エネルギー量子工学部門  
准教授 

細胞への物質注入と電位測定のためのマイク

ロピペット電極の作製と応用 
２００ 

木竜  徹 
新潟大学大学院自然科学研究科 

人間支援科学専攻 教授 

マルチ時間スケールな自律神経調整機能から

観た一人称視点映像効果の評価 
２００ 

丸  浩一 
群馬大学大学院工学研究科 

電気電子工学専攻 助教 

石英系ガラス平面光波回路を用いた生体計測

用反射型屈折率センサの開発 
２００ 

吉見 靖男 
芝浦工業大学工学部 
応用化学科 准教授 

分子インプリント高分子を用いた血糖値監視

用グルコースセンサ 
１００ 

飯室 勇二 

兵庫医科大学 

消化器外科・肝胆膵外科  
准教授 

流体シミュレーションとドップラーエコーか

らの肝循環圧測定法の開発 
１００ 

西山 道子 
創価大学工学部 

情報システム工学科 助教 

ヘテロコア光ファイバによる脈拍や呼吸の無

拘束・無意識生体計測 
１００ 
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奨励研究 
氏  名 所 属 機 関・職 名 研 究 題 目 助成金額 

伊野 浩介 
東北大学大学院環境科学研究科 

自然共生システム学講座 助教 

誘電泳動を用いたマイクロロッド回転に

よる腫瘍マーカー検出用小型デバイスの

開発 

１００ 

荒船 龍彦 

独立行政法人産業技術総合研究所 

人間福祉医工学研究部門治療支

援技術グループ 特別研究員 

低温除細動における点電極通電刺激誘発

興奮伝播現象の解析 
１００ 

吉本 則子 
山口大学工学部 

応用化学科 助教 

水晶振動子によるヒドロキシアパタイト粒

子の環境応答型生体分子認識機構の解析 
１００ 

中山 仁史 
高松工業高等専門学校 

電気情報工学科 助教 

加速度センサを用いた騒音に頑健な骨伝

導－音声マイクロフォンの開発 
１００ 

富丸 慶人 

大阪大学大学院医学系研究科 

外科学講座消化器外科学  
大学院生 

蛍光蛋白標識による骨髄由来幹細胞の発

癌および癌幹細胞ニッチ形成への関与の

同定 

１００ 

 

第２６回（平成２１年度）技術開発研究助成対象 

開発研究                                        
氏  名 所 属 機 関・職 名 研 究 題 目 助成金額 

上原 宏樹 

群馬大学大学院工学研究科 

 応用化学・生物化学専攻  
 准教授 

伸縮性を有するシリコーン・ナノポーラス

膜の創製と生体デバイスへの応用 
２００ 

藤田 克昌 

大阪大学大学院工学研究科 

 精密科学・応用物理学専攻 
 准教授 

細胞内タンパク機能の無標識イメージン

グ 
２００ 

萩山  満 
東京大学医科学研究所 

人癌病因遺伝子分野 大学院生 

フェムト秒レーザーと原子間力顕微鏡の

応用による細胞間接着力測定法の開発 
２００ 

武田   淳 
横浜国立大学大学院工学研究院 

 知的構造の創生部門 教授 

反射型エシェロンを用いた生体光反応の

時間・周波数実時間マッピング装置の開発 
２００ 

片山 建二 
中央大学理工学部 

 応用化学科 准教授 

マイクロチップ用動的光散乱法を用いた

リポソームの反応速度解析法の開発 
２００ 

長谷川 寛雄 

長崎大学大学院医歯薬総合研究科 

 病態解析・診断部門 
 臨床検査医学 助教 

フローサイトメトリーによる細胞死識別

マーカー計測系の確立 
２００ 

尾野 恭一 
秋田大学大学院医学系研究科 

 細胞生理学講座 教授 

新生児用ピエゾセンサー方式心拍呼吸モ

ニターシステムの開発 
２００ 

 

奨励研究 
氏  名 所 属 機 関・職 名 研 究 題 目 助成金額 

吉木 啓介 
兵庫県立大学大学院工学研究科 

機械系工学専攻 助教 

３次元立体配向ＳＨＧ顕微鏡を用いた応

力負荷に伴う繊維状タンパク質のマイク

ロ力学試験 

１００ 

崔  森悦 
新潟大学工学部 

電気電子工学科 助教 

光コムと正弦波位相変調法による光コヒ

ーレンス・トモグラフィーの開発 
１００ 

田中 一生 
京都大学大学院工学研究科 

高分子化学専攻 助教 

ＭＲＩによる定量性を持った機能イメー

ジング剤の開発 
１００ 
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氏  名 所 属 機 関・職 名 研 究 題 目 助成金額 

西村  智 

東京大学大学院医学系研究科 

循環器内科学 システム疾患生

命科学による先端医療技術開発

拠点 特任助教 

二光子生体分子イメージングを用いた生

活習慣病の病態解析 
１００ 

 

第２７回（平成２２年度）技術開発研究助成対象 

開発研究  
氏  名 所 属 機 関・職 名 研 究 題 目 助成金額 

吉田 祥子 
豊橋技術科学大学大学院工学研究

科 
環境・生命工学系 講師 

神経組織からの情報伝達分子の放出分布

を観測する近接光励起デバイスの開発 ２００ 

香川 景一郎 大阪大学大学院情報科学研究科 
情報数理学専攻 特任准教授 

極めて深い被写界深度を有する高機能照

明内臓型３次元マルチスペクトル内視鏡

の開発 
２００ 

斎木 敏治 慶應義塾大学理工学部 
電子工学科 教授 

金ナノロッドの回転運動観察を利用した

高速・高感度ホモジニアスアッセイ法の開

発 
２００ 

高橋 宏知 

東京大学先端科学技術研究センタ

ー 
生命・知能システム分野  
講師 

培養神経回路に嗅覚受容体たんぱく質を

遺伝子発現させた匂いセンサー ２００ 

安川 智之 
兵庫県立大学大学院物質理学研究

科 
化学分析学分野 准教授 

変換濃縮ストリッピング法を利用した単

一細胞の活性評価システムの構築 ２００ 

内山  剛 
名古屋大学大学院工学研究科 
電子情報システム専攻  
准教授 

超高感度マイクロ磁気センサによる細胞

活動電流シグナルのリアルタイムマッピ

ング 
２００ 

阿部 宏之 山形大学大学院理工学研究科 
バイオ化学工学専攻 教授 

電気化学イメージング技術を応用した超

高感度細胞呼吸機能診断装置の開発 ２００ 

 
奨励研究 

氏  名 所 属 機 関・職 名 研 究 題 目 助成金額 

吉川 元起 
独立行政法人物質・材料研究機構 
国際ナノアーキテクトニクス研

究拠点 ICYS-MANA 研究員 

超高感度自己検知膜型表面応力センサー

による広帯域細胞ナノ振動解析手法の開

発 
１００ 

小山 大介 東京工業大学 精密工学研究所 
極微デバイス部門 助教 

超音波 DDS 用センサ型マイクロカプセル

の開発とその血管内トレーサビリティ １００ 

曽和 義幸 法政大学生命科学部 
生命機能学科 専任講師 細胞内高速三次元分子追跡顕微鏡の構築 １００ 

石井 克典 
大阪大学大学院工学研究科 
環境・エネルギー工学専攻 
助教 

近赤外分光イメージングによる動脈硬化

プラークの血管内透視診断技術の開発 １００ 
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第２８回（平成２３年度）技術開発研究助成対象 

 
開発研究                                                                      

氏  名 所 属 機 関・職 名 研 究 題 目 助成金額 

小池 卓二 

電気通信大学大学院情報理工学研

究科 

 知能機械工学専攻 教授 

非接触型中耳可動性測定装置の開発と実

用化 
２００ 

薮上  信 
東北学院大学工学部 

電気情報工学科 教授 

室温で動作する生体磁気計測用集積化薄

膜磁界センサの開発 
２００ 

本多 裕之 
名古屋大学大学院工学研究科 

化学・生物工学専攻 教授 

磁気細胞パターニングによる１細胞機能

画像解析システムの開発 
１９８ 

長谷川英之 
東北大学大学院医工学研究科 

計測・診断医工学講座 准教授 
心臓の高速超音波イメージング法の開発 ２００ 

田中 栄一 
北海道大学病院 

消化器外科 助教 

近赤外線イメージングを用いた切除後残

肝機能診断システムの開発 
２００ 

渡辺 哲陽 
金沢大学理工研究域 

機械工学系 准教授 

把持力可視化による力覚提示可能な脳外

科手術用マニピュレータの開発 
２００ 

加藤  大 

独立行政法人産業技術総合研究所

バイオメディカル研究部門 

ナノバイオデバイス研究グループ 

  研究員 

ナノカーボン電極を用いた高感度LPS検出

法の開発 
２００ 

 
奨励研究 

氏  名 所 属 機 関・職 名 研 究 題 目 助成金額 

西野 智昭 

大阪府立大学 21 世紀科学研究機

構 ナノ科学・材料研究センター 

  特別講師 

分子探針による DNA 単分子検出技術の開

発 
１００ 

新岡 宏彦 

大阪大学ナノサイエンスデザイン

教育研究センター 

 特任助教 

カソードルミネッセンス顕微鏡による細

胞内蛋白質のマルチカラーナノイメージ

ング 

１００ 

須藤  亮 

慶應義塾大学理工学部 

システムデザイン工学科 

 専任講師 

微小培養環境の制御による毛細血管の再

生と血管透過性による機能評価 
１００ 

藤田 敏次 

大阪大学微生物病研究所 

感染症学免疫学融合プログラム推

進室 助教 

ゲノム結合分子の網羅的同定方法の開発 １００ 

  
第２９回（平成２４年度）技術開発研究助成対象 

開発研究                                    
氏  名 所 属 機 関・職 名 研 究 題 目 助成金額 

藤田 秋一 
鹿児島大学共同獣医学部 

教授 

膜脂質の微細分布を解析するための基盤技

術の開発 
２００ 

守本 祐司 
防衛医科大学校 

准教授 

スペクトルアンミキシング機構を搭載した

高感度リアルタイム蛍光内視鏡システム 
２００ 

志村 清仁 
福島県立医科大学医学部 

教授 

タンパク質医薬投与患者の投与後アイソフ

ォーム解析を可能にするAPCE法の開発 
２００ 
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氏  名 所 属 機 関・職 名 研 究 題 目 助成金額 

山本 正道 
群馬大学先端科学研究指導者育成

ユニット 助教 
生体内での細胞外ATP検出システム構築 ２００ 

田中 俊行 
信州大学医学部 

産学連携特任研究員 

多色化蛍光磁性ビーズを利用した多項目疾

患マーカーの同時免疫測定法の研究開発 
２００ 

鬼村謙二郎 
山口大学大学院理工学研究科 

 准教授 

共役高分子蛍光プローブによる細胞イメー

ジング法の開発 
１００ 

 
奨励研究 

氏  名 所 属 機 関・職 名 研 究 題 目 助成金額 

横川 隆司 
京都大学大学院工学研究科 

 准教授 

モータタンパク質運動を利用した疾患セン

サの製作 
１００ 

柳谷 隆彦 
名古屋工業大学大学院工学研究科 

 助教 

在宅予防を目的とした非侵襲小型質量セン

サによる抗原抗体反応マーカ検査システム 
１００ 

田中 利恵 
金沢大学医薬保健研究域 

助教 

動く軟組織Ｘ線動画像を対象とした肺換

気・血流・コンプライアンス計測の試み 
１００ 

有戸 光美 
聖マリアンナ医科大学 

助教 

末梢リンパ球の表面タンパク質の網羅的か

つ定量的な測定系の確立 
１００ 

福原  学 
大阪大学大学院工学研究科 

 助教 

水溶液中における超分子糖センシング：２

型糖尿病治療薬の精密センサー開発 
１００ 

 
第３０回（平成２５年度）技術開発研究助成金贈呈者 

開発研究                                           
氏  名 所 属 機 関・職 名 研 究 題 目 助成金額 

任  書晃 新潟大学大学院医歯学総合研究科 
分子生理学分野 助教 

内耳の微小振動現象の計測を指向した三次

元断層撮影装置の開発と最適化 ３００ 

平野 愛弓 
東北大学大学院医工学研究科 
医工学専攻計測・診断医工学講

座 准教授 

hERG チャネル組込シリコンチップに基づ

く薬物副作用評価に関する研究 ２９１ 

黒尾  誠 自治医科大学分子病態治療研究セ

ンター ゲノム機能研究部 教授 
血中ＣＰＰ高感度測定系の開発と慢性腎臓

病の臨床検査への実用化 ３００ 

佐々木 裕次 
東京大学大学院新領域創成科学研

究科 基盤科学研究系物質系専攻 
 教授 

Ｘ線による細胞内でのタンパク質１分子内

部高精度高速動態計測の実現 ３００ 

高橋 忠伸 静岡県立大学大学院薬学研究院 
生化学分野 講師 

ウイルス酵素に対する新規高感度蛍光プロ

ーブによる感染情報の画期的検出技術 ２００ 

西村  智 自治医科大学分子病態治療研究セ

ンター 分子病態研究部 教授 
生活習慣病リスクを予測する生体光イメー

ジングシステムの開発 ３００ 

河合 秀幸 
千葉大学大学院理学研究科 
基盤理学専攻物理学コース 
准教授 

高性能低価格なＰＥＴ用γ線検出器の開発 ２９９ 

董  金華 
東京工業大学資源化学研究所 
プロセスシステム工学部門 
助教 

アルツハイマー病早期診断のための

Quenchbodyの開発 ２８６ 

仁木 清美 東京都市大学工学部 
医用工学科 教授 

画像処理とスペックルトラッキング法を用

いた頸動脈微量血管径変化の計測 ２４９ 
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氏  名 所 属 機 関・職 名 研 究 題 目 助成金額 

鈴木 宏明 中央大学理工学部 
精密機械工学科 准教授 

臨床応用に向けたがん細胞薬剤排出スクリ

ーニングチップの開発 ３００ 

山澤德志子 東京慈恵会医科大学 
分子生理学講座 助教 

カルシウムイメージングを用いた悪性高熱

症の病態解析 ３００ 

松井 康素 
独立行政法人国立長寿医療研究セ

ンター 
先端診療部 関節科 医長 

筋電図と加速度センサーを兼ね備えた運動

時筋肉活動量の経時的測定記録装置の開発 ２００ 

 
奨励研究 

氏  名 所 属 機 関・職 名 研 究 題 目 助成金額 

坂口 怜子 京都大学 物質－細胞統合システ

ム拠点 特定拠点助教 
単一細胞内情報伝達物質の濃度変化を計測

する細胞内蛍光センサーの開発 １５０ 

関  倫久 慶應義塾大学医学部 
循環器内科学教室 助教 

T 細胞受容体遺伝子領域を用いた iPS 細胞

由来移植細胞の識別技術の開発 １５０ 

田畑 美幸 
東京医科歯科大学生体材料工学研

究所 バイオエレクトロニクス分

野 特任助教 

エクソソームセンシングによる低侵襲・簡

易がん検査デバイスの創製 １５０ 

柴田  綾 
岐阜大学工学部 
化学・生命工学科 テニュア・

トラック 助教 

生細胞内遺伝子検出を目的とした自己切断

型検出プローブの開発 １５０ 

臼井 健二 甲南大学フロンティアサイエンス

学部 生命化学科 講師 
アミロイドペプチドの線維化を規格化し細

胞毒性測定が可能な光リンカー細胞アレイ １５０ 

飯田 琢也 

大阪府立大学 21 世紀科学研究機

構 ナノ科学・材料研究センター 
物理系専攻 テニュア・トラック 

講師 

光による分子認識制御と高感度バイオセン

サ応用 １５０ 

寺本 高啓 立命館大学理工学部 
電気電子工学科 助教 

超短パルスレーザーによるインパルシブラ

マン散乱顕微鏡の開発 １５０ 

遠藤  求 京都大学大学院生命科学研究科 
統合生命科学専攻 助教 

特定組織での遺伝子発現を非侵襲的かつリ

アルタイムで測定する方法の開発 １５０ 

 
第３１回（平成２６年度）技術開発研究助成金贈呈者 

開発研究                                           
氏  名 所 属 機 関・職 名 研 究 題 目 助成金額 

小野 正博 京都大学大学院薬学研究科 
病態機能分析学 准教授 

アルツハイマー病の診断・治療に資するア

ミロイドSPECTイメージング法の開発 ３００ 

合田 達郎 
東京医科歯科大学生体材料工学研

究所バイオエレクトロニクス分野 
助教 

細胞トランジスタを用いた細胞膜ナノ空孔

形成の計測 ３００ 

西山 雅祥 京都大学白眉センター 
生物物理 特定准教授 

生きた細胞内で働くタンパク質超分子機械

の力学変調イメージング ３００ 

鈴木 郁郎 東北工業大学大学院工学研究科 
電子工学専攻 講師 

ヒト由来神経細胞の新規薬効評価系を目指

したオンチップニューロシナプス機能計測

技術の開発 
３００ 
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氏  名 所 属 機 関・職 名 研 究 題 目 助成金額 

保川  清 京都大学大学院農学研究科 
食品生物科学専攻 教授 

新規cDNA合成技術の開発とマイクロアレ

イへの応用 ３００ 

ﾊﾟｳﾞｨﾖﾝ ﾆｺﾗ 
PAVILLON 

Nicolas 

大阪大学免疫学フロンティア研究

センター 
物理学 特任研究員 

非標識マルチモーダル顕微鏡法を用いた細

胞状態計測法の開発 ２９２ 

吉川 裕之 大阪大学大学院工学研究科 
精密科学・応用物理学専攻 助教 

集光レーザーで反応を捉える高感度マイク

ロELISAチップの開発 ２６２ 

関谷  敬 東京大学大学院医学系研究科 
細胞分子薬理学教室 助教 

細胞外 ATP の蛍光計測による脳梗塞の梗

塞巣拡大メカニズムの解明 ３００ 

東   隆 
東京大学大学院工学系研究科 
バイオエンジニアリング専攻  

特任准教授 

超音波ＣＴ(Computed Tomography）を用

いた血流計測技術の開発 ３００ 

鳥光 慶一 東北大学大学院工学研究科 
バイオロボティクス専攻 教授 

フレキシブルシルク電極を用いた chip on 
clothes 生体活動モニタリング ３００ 

藤原 俊朗 岩手医科大学 
脳神経外科学講座 助教 

拡散強調 MRI に基づく完全無侵襲脳循環

代謝測定法の開発 ３００ 

塚田 孝祐 慶應義塾大学理工学部 
物理情報工学科 准教授 

組織低酸素イメージングセンサの開発と造

影剤投与不要な初期がん検出への実用 ２４０ 

芳賀 洋一 
東北大学大学院医工学研究科 
生体機械システム医工学専攻 
教授 

隠れ糖尿病診断のための皮下微小還流を用

いた局所糖負荷試験装置の開発 ３００ 

明石  真 山口大学時間学研究所 
時間生物学 教授 

自由行動下における遺伝子発現の長期リア

ルタイムモニタリング法の開発 ３００ 

久原  篤 
甲南大学理工学部 
生物学科/統合ニューロバイオロ

ジー研究所 神経科学 准教授 

細胞集団の超速自動追尾とアクティビティ

可視化による定量化 ３００ 

南  和幸 山口大学大学院理工学研究科 
システム設計工学系専攻 教授 

多数の単一細胞の力学刺激応答の計測・観

察に使用可能な分散型細胞刺激マトリック

スデバイスの開発 
２９３ 

舘野  高 北海道大学大学院情報科学研究科 
生命人間情報科学専攻 教授 

耳鳴りを抑制制御する閉ループ型の神経系

刺激および活動記録装置の開発とその評価 ３００ 

 
奨励研究 

氏  名 所 属 機 関・職 名 研 究 題 目 助成金額 

異島  優 熊本大学薬学部 
薬剤学分野 助教 

高分子抗癌剤の腫瘍移行性増大を意図した

腫瘍内環境制御ナノ粒子の開発 １５０ 

吉田  亘 東京工科大学応用生物学部 
バイオテクノロジーコース 助教 

MBD-ルシフェラーゼ融合蛋白質を用いた

グローバル DNA メチル化レベル測定法の

開発 
１５０ 

大谷健太郎 
国立循環器病研究センター研究所 
再生医療部 超音波医科学 
研究員 

血管内分子を標的とした造影超音波法によ

る非侵襲的分子イメージングの開発 １５０ 

髙田 英昭 大阪大学大学院工学研究科 
生命先端工学専攻 助教 

生細胞でのゲノム DNA の可視化による染

色体異常検出システムの開発 １４０ 
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特別研究：複数年（2年）                                           
氏  名 所 属 機 関・職 名 研 究 題 目 助成金額 

日比野 浩 
新潟大学大学院医歯学総合研究科  
分子生理学分野 聴覚生理学・薬理

学 教授 

ダイヤモンド微小電極を駆使した内耳薬物

動態の計測基盤の開発 １,４８６ 

田中  求 京都大学 物質-細胞統合システム

拠点 生命物理学 特定拠点教授 
ヒト角膜内皮細胞注入治療のためのマルチ

スケール細胞標準化技術の確立 １,５００ 

山名 一成 
兵庫県立大学大学院工学研究科  
物質系工学専攻 生体機能関連化

学   教授 

マイクロＲＮＡの超高感度電気化学検出法

の開発 １,５００ 

矢田 豊隆 川崎医科大学 
応用医学 医用工学 講師 

近赤外線蛍光顕微鏡による冠動脈バイパス

術前側副血行路と心内膜側微小血管の評価 １,５００ 

西澤 松彦 東北大学大学院工学研究科 
バイオロボティクス専攻 教授 

皮膚系細胞の機械刺激応答を解析するため

の高伸縮性表皮電位計測システムの開発 １,５００ 

石井 秀始 
大阪大学大学院医学系研究科 
癌創薬プロファイリング学 
特任教授 

マイクロ RNA 分子内メチル化修飾を一細

胞内で計測する高精細技術の開発 １,５００ 

 
第３２回（平成２７年度）技術開発研究助成金贈呈者 

開発研究                                           
氏  名 所 属 機 関・職 名 研 究 題 目 助成金額 

高橋 康史 金沢大学理工研究域電子情報学系 
准教授 

ナノ電気化学顕微鏡の創成と単一細胞評価

への応用 ３００ 

梶本 武利 神戸大学大学院医学研究科 
生化学分子生物学講座 助教 

癌の転移リスクを超早期に診断するための

高精度エクソソームマーカー検出法の開発

研究 
２８０ 

辰巳 仁史 金沢工業大学バイオ・化学部 
教授 

超高解像度光学顕微鏡の革新とアクチン線

維切断分子コフィリンの結合の分析 ２６１ 

山中 正道 静岡大学学術院理学領域（理学部

化学科） 准教授 
超分子ヒドロゲルを支持体とした電気泳動

による巨大DNA分離方法の開発 ３００ 

後藤 信哉 東海大学医学部内科学系循環器内

科学 教授 

動脈血流下における血管壁損傷部位への血

小板細胞接着力の革新的計測技術の開発研

究 
３００ 

高嶋 一登  
九州工業大学大学院生命体工学研

究科生体機能応用工学専攻  
准教授 

有機強誘電体を用いたカテーテル型高感度

触覚センサの小型化と生体内触診方法の確

立 
３００ 

清水 秀二  国立循環器病研究センター 
上級研究員 

マイクロダイアリシス法を用いた心筋組織

中microRNAの計測技術の開発 ３００ 

阿部 宏之 山形大学大学院理工学研究科 
バイオ化学工学専攻 教授 

光干渉断層画像化法を応用した次世代型卵

巣機能評価システムの開発 ３００ 

中島 欽一 九州大学大学院医学研究院 
基盤幹細胞学 教授 

神経系免疫担当細胞ミクログリアの直接分

化転換による新規脊髄損傷治療技術の開発 ３００ 

近藤 輝幸 京都大学先端医工学研究ユニット 
教授 

常磁性金属酸化物ナノ粒子の創製と光超音

波および磁気共鳴イメージングへの応用 ３００ 
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氏  名 所 属 機 関・職 名 研 究 題 目 助成金額 

直居 靖人 大阪大学大学院医学系研究科 
乳腺内分泌外科 助教 

ホルマリン固定組織へ応用可能な多重遺伝

子発現解析に基づく乳癌の再発予測法の開

発 
３００ 

影島 賢巳 関西医科大学物理学教室 
教授 

再生医療用細胞シートの磁気力負荷装置に

よる新たな物性計測法の開発 ２５５ 

岩脇 隆夫 群馬大学大学院医学系研究科附属 
教育研究支援センター 講師 

臨床応用を目指した酸化ストレス可視化プ

ローブの開発 ３００ 

 
奨励研究 

氏  名 所 属 機 関・職 名 研 究 題 目 助成金額 

佐藤 雄介 東北大学大学院理学研究科 
化学専攻 助教 

細胞内RNA二重鎖構造を標的とした蛍光

可視化プローブの開発 １５０ 

小池 雅昭 奈良先端科学技術大学院大学 
バイオサイエンス研究科 助教 

細胞内小胞体ストレスを経時的、空間的に

検出するための高感度プローブの開発 １５０ 

相田 知海 東京医科歯科大学難治疾患研究所 
分子神経科学分野 准教授 

個体で自在に生体情報を計測・操作するた

めの遺伝学ツールノックイン技術の開発 １５０ 

渡部 昌 北海道大学大学院医学研究科 
助教 

ユビキチンリガーゼの基質を細胞内で網羅

的かつ定量的に計測する新規手法の開発研

究 
１５０ 

武内 敏秀 
大阪大学大学院医学系研究科  
神経難病認知症探索治療学寄附講

座 寄附講座講師 

神経変性疾患の診断法開発を目指したエク

ソソームシャペロームの変容解析 １５０ 

服部 能英 大阪府立大学地域連携研究機構 
講師 

蛍光型ホウ素センサーによる簡便なホウ素

薬剤分析法の開発 １５０ 

清水 一憲 名古屋大学大学院工学研究科 
化学・生物工学専攻 准教授 

収縮力計測可能な神経支配骨格筋組織チッ

プの開発 １５０ 

吉田 慎哉 東北大学大学院工学研究科 
特任准教授 

基礎代謝時の深部体温を日常的に測定する

ための胃酸駆動飲み込み型体温計の開発 １５０ 

安田 充 関西学院大学大学院理工学研究科 
博士研究員 

ナノ薄膜干渉基板を用いた多項目同時・蛍

光増強イムノアッセイ １５０ 

西村 博仁  国立循環器病研究センター研究所 
生化学部 流動研究員 

生きた動物の中で分子反応や細胞動態を解

析するための分子イメージング法の開発研

究 
１５０ 
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特別研究：複数年（2年）                                           
氏  名 所 属 機 関・職 名 研 究 題 目 助成金額 

藤田 克昌 大阪大学 大学院工学研究科 
准教授 

無染色組織診断のための高速ラマン分光顕

微鏡の開発研究 ３,０００ 

齊藤 博英 京都大学 iPS細胞研究所 
未来生命科学開拓部門 教授 

人工RNAスイッチによる標的生細胞の計

測･運命制御技術の開発 ３,０００ 

松田 道行 京都大学大学院医学研究科 
教授 

タンパク質分子活性を実時間で計測する埋

植型FRET用CMOSセンサーの開発 ３,０００ 

金城 政孝 
北海道大学大学院先端生命科学研

究院 
教授 

蛋白質相互作用に基づく細胞内薬物動態解

析のための多細胞蛍光相関分光装置の開発

研究 
３,０００ 

上田 宏 東京工業大学資源化学研究所 
教授 

高性能なクエンチ解消原理に基づく免疫セ

ンサーの選択法に関する研究 ２,９９０ 

佐藤 守俊 東京大学大学院総合文化研究科 
准教授 

ライブセル超解像イメージングを実現する

蛍光プローブの創製 ２,８２０  

矢冨 裕 東京大学大学院医学系研究科 
臨床病態検査医学 教授 

臨床検査への応用を可能にするための還元

型・酸化型アルブミン測定系の開発研究 ２,８００ 

 

第３３回（平成２８年度）技術開発研究助成金贈呈者 

開発研究 

氏  名 所 属 機 関・職 名 研 究 題 目 助成金額 

山中 真仁 
名古屋大学大学院工学研究科 

助教 

生体組織深部の構造・機能解析を目的とし

た高空間分解能マルチモーダル顕微鏡の開

発 

２９８ 

バルマ・ 

プラブハット 

大阪大学大学院工学研究科 

教授 

細胞膜機能解明のための液中観察可能な先

端増強超解像ラマン顕微鏡の開発 
３００ 

河原 行郎 
大阪大学大学院医学系研究科 

教授 

人工核酸プローブを用いた RNA メチル化効

率定量法の開発 
３００ 

笹川 清隆 
奈良先端科学技術大学院大学 

物質創成科学研究科 助教 

超低侵襲かつ高感度な生体埋植用蛍光イメ

ージングデバイスの開発 
２９６ 

浜田 俊幸 
北海道大学大学院医学研究科 

特任准教授 

新規動体追跡技術をもちいた癌発生機構解

析装置およびプログラムの開発 
３００ 

牛田 多加志 
東京大学大学院工学系研究科 

教授 

生体組織非侵襲計測のためのテラヘルツ波

分光・偏光分光複合化技術の開発 
３００ 

ニラウラ・ 

マダン 

名古屋工業大学工学部 

電気・機械工学科 准教授 

CdTe成長層を用いた医療用高感度大面積Ｘ

線画像検出器アレイの開発 
３００ 

荒川 玲子 
東京女子医科大学附属 

遺伝子医療センター小児科 講師 

脊髄性筋萎縮症における次世代型診断薬の

開発： SMN蛋白質測定系の構築 
３００ 

宮内 雄平 
京都大学エネルギー理工学研究所  

准教授 

カーボンナノチューブの近赤外アップコン

バージョン蛍光を用いた生体イメージング 
３００ 

今村 博臣 
京都大学生命科学研究科 

准教授 

蛍光バイオセンサーを用いた分岐鎖アミノ

酸の生細胞内イメージング 
２９８ 

香月 康宏 

鳥取大学染色体工学研究センター 

バイオモデル動物開発部門 

准教授 

染色体工学技術を用いた薬物代謝酵素誘導

を経時評価可能なシステムの開発 
３００ 
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氏  名 所 属 機 関・職 名 研 究 題 目 助成金額 

通山 由美 
姫路獨協大学 

薬学部医療薬学科 教授 

好中球の NETs 成分の解析による血栓性疾

患の早期検出法の開発 
３００ 

宮本 和英 
姫路獨協大学薬学部 

准教授 

人工ユビキチンリガーゼを活用したユビキ

チン化の簡易検出システムの構築 
３００ 

道上 達男 
東京大学大学院総合文化研究科 

教授 

多重FRET張力プローブを利用した、次世代

細胞張力計測技術の開発 
３００ 

松浦 宏治 
岡山理科大学 

工学部生命医療工学科 准教授 

Dynamic Culture Systemで培養される受精

卵のシグナル伝達解析 
３００ 

田中 一生 
京都大学大学院工学研究科 

准教授 

19F MRプローブによる超微量生体物質計測

法の開発 
３００ 

大橋 俊朗 
北海道大学大学院工学研究院 

教授 

力学環境負荷および細胞牽引力計測が可能

ながん細胞遊走解析システムの開発 
３００ 

 
奨励研究 

氏  名 所 属 機 関・職 名 研 究 題 目 助成金額 

相良 剛光 
北海道大学電子科学研究所 

助教 

インテグリンが生み出す力の定量評価を目

指した超分子メカノプローブの開発 
１５０ 

熊本 康昭 
京都府立医科大学大学院 

医学研究科 助教 
無髄神経を検出する多点ラマン散乱計測法 １５０ 

グェン・ 

タン・ヴィン 

東京大学 IRT研究機構  

特任研究員 

ピエゾ抵抗型力センサによる微小量血液の

粘度計測 
１５０ 

渡辺 彰吾 
岡山大学大学院保健学研究科 

講師 

3次元CT画像ガイド下インターベンション

を実現するための血管治療用デバイスの開

発 

１５０ 

渡邊 裕之 
京都大学大学院薬学研究科 

助教 

アミリンを標的とした近赤外/2光子励起蛍

光プローブの開発と糖尿病病態解明への応

用 

１５０ 

榛葉 健太 
東京工業大学 

日本学術振興会 特別研究員(PD) 

膜タンパク質を材料とした新規細胞内電位

計測法の開発 
１５０ 

永安 一樹 
京都大学大学院薬学研究科 

特定助教 
新規脳深部イメージング手法の開発と応用 １５０ 

永井 萌土 
豊橋技術科学大学大学院 

工学研究科 助教 

超並列単一細胞プリンタの開発－ハイスル

ープット細胞機能計測に向けて 
１５０ 
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特別研究：複数年（2年）                                           
氏  名 所 属 機 関・職 名 研 究 題 目 助成金額 

小林 哲生 
京都大学大学院工学研究科 

教授 

超高感度な光学的磁気センサモジュールで

神経磁場を捉える新たな脳機能計測への挑

戦 

３,０００ 

道上 宏之 
岡山大学大学院 

医歯薬学総合研究科 助教 

BNCT応用へ向けた即発γ線分析による非観

血的生体内ホウ素薬物動態測定技術の開発 
３,０００ 

矢作 直也 
筑波大学医学医療系臨床検査医学 

准教授 

ニュートリゲノミクスの新手法によるエネ

ルギー代謝制御シグナルの核内計測 
３,０００ 

尾藤 晴彦 
東京大学大学院医学系研究科 

教授 

次世代カルシウム指示タンパク質を活用し

た記憶長期化機構の全光学的探索法開発 
３,０００ 

竹中 繁織 
九州工業大学大学院工学研究院 

教授 
がん診断電気チップの開発 ２,９６５ 

 

第３４回（平成２９年度）技術開発研究助成金贈呈者 

開発研究 

氏  名 所 属 機 関・職 名 研 究 題 目 助成金額 

藤田 秋一 
鹿児島大学共同獣医学部 

教授 

生体膜での脂肪酸ナノスケール解析技術確

立による不飽和脂肪酸生理機能発現機序の

解明 

３００ 

斎木 敏治 
慶應義塾大学理工学部 

教授 

リキッドバイオプシーへ向けたナノポアフ

ィルタ実装金ナノ粒子アッセイデバイスの

開発 

４００ 

磯部 圭佑 
理化学研究所光量子工学研究領域 

研究員 

脳機能ネットワーク解明のための深部超解

像顕微鏡と光刺激技術の開発 
４００ 

大場 雄介 
北海道大学大学院医学研究院 

教授 

生きた患者がん細胞でチロシンキナーゼ活

性を測定する FRET バイオセンサー群の開

発 

４００ 

佐藤 和秀 

名古屋大学高等研究院 

医学系研究科 

S-YLC 特任助教(Selected-Young 

Leaders Cultivation Program) 

ナノイメージ計測・分析にて明らかにする

光励起細胞死の機序 
４００ 

早水 裕平 
東京工業大学物質理工学院 

准教授 

単一細胞計測のための自己組織化ペプチド

修飾２次元ナノバイオセンサの開発 
４００ 

角嶋 邦之 
東京工業大学工学院 

准教授 

SiC 半導体を用いた高感度 X 線検出器の作

製 
３００ 

雲林院 宏 
北海道大学電子化学研究所 

教授 

銀ナノワイヤー探針増強ラマン顕微鏡を用

いた超高密度DNAマッピング 
４００ 

竹内 純 
東京医科歯科大学難治疾患研究所 

准教授 

安定拍動・薬効評価可能な心筋神経on-chip

ディバイスの技術開発 
４００ 

水津 太 
北海道大学遺伝子病制御研究所 

准教授 

膜リン脂質イメージング計測技術の開発と

臨床応用に向けた研究 
４００ 

松田 厚志 
慶應義塾大学医学部 

助教 

革新的エクソソーム糖鎖バイオマーカー検

出法の開発および医療応用へ向けた研究 
４００ 

久武 幸司 
筑波大学人間総合科学研究科 

教授 

非侵襲的蛍光生体イメージングによる脱共

役タンパク質の計測技術の開発 
４００ 
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氏  名 所 属 機 関・職 名 研 究 題 目 助成金額 

坪井 貴司 
東京大学大学院総合文化研究科 

准教授 

蛍光タンパク質センサーによる細胞内代謝

機能の可視化計測技術の開発 
４００ 

中野 裕康 
東邦大学医学部医学科 

教授 

FRETを用いたネクロプトーシスとDAMPs放

出の可視化技術の開発 
４００ 

久本 秀明 
大阪府立大学大学院工学研究科 

教授 

極限濃度色素薄膜を用いる遠隔診療用スマ

ホ検出型高感度簡易マルチ診断デバイスの

開発 

４００ 

三浦 治郎 
大阪大学歯学部附属病院 

助教 

蛍光型 AGEs を指標とした非侵襲高感度な

生体糖化測定手法の開発 
４００ 

岩脇 隆夫 
金沢医科大学総合医学研究所 

教授 

ミトコンドリア異常を捉える生体イメージ

ング技術の開発 
４００ 

須藤 亮 
慶應義塾大学理工学部 

准教授 

肝・胆管組織工学に基づく胆汁循環プロセ

スの計測 
４００ 

小野 大輔 
名古屋大学環境医学研究所 

助教 

生体深部からの細胞活動を可視化するイメ

ージング技術の開発 
４００ 

大島 まり 
東京大学生産技術研究所 

教授 

治療支援のための医用画像とシミュレーシ

ョン統合による脳循環動態予測システム開

発 

４００ 

 
奨励研究 

氏  名 所 属 機 関・職 名 研 究 題 目 助成金額 

馬越 貴之 
大阪大学大学院工学研究科 

助教 

波長を選ばない表面増強ラマン分光法の開

発と単一生体分子分析への展開 
２００ 

浅見 祐也 
学習院大学理学部 

助教 

タンパク質二次構造の解明を目指した液滴

分子線赤外レーザー蒸発－気相 CD 分光法

の開発 

１５０ 

倉科 佑太 
慶應義塾大学理工学部 

助教 

超音波振動から生じる音響放射圧を用いた

細胞接着力の測定装置の開発 
２００ 

志水 陽一 
京都大学医学部附属病院放射線部 

助教 

がんの性状診断を可能とする Activatable

光超音波イメージング剤の開発 
２００ 

藤本 裕 
東北大学大学院工学研究科 

助教 

フォトンカウンティング型X線CTへの応用

を目指した新規シンチレータ素子の開発 
２００ 

吉井 達之 
名古屋工業大学大学院工学研究科 

助教 

タンパク質構造体の積極利用による微量化

学種の高感度検出 
２００ 

佐野 紘平 
神戸薬科大学薬品物理化学研究室 

講師 

がんの性状鑑別を目的とした高感度磁気共

鳴／光音響イメージングプローブの創製 
１５０ 

野上 大史 
九州大学大学院工学研究院 

助教 

褥瘡モニタリング用の接触荷重・血行・皮

膚の状態を測定可能なワンチップ多機能セ

ンサ 

２００ 

白松 知世 

東京大学 

先端科学技術研究センター 

特任助教 

迷走神経刺激療法の皮質神経回路に対する

神経学的作用機序の解明方法の開発 
２００ 

小和田 俊行 
東北大学多元物質科学研究所 

助教 

シグナル伝達経路の詳細解析を可能とする

光操作小分子プローブの開発 
２００ 
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氏  名 所 属 機 関・職 名 研 究 題 目 助成金額 

猪瀬 朋子 
北海道大学電子科学研究所 

助教 

液中局在プラズモン共鳴 microRNA センシ

ング 
２００ 

紅林 佑希 
静岡県立大学大学院薬学研究院 

助教 

ウイルス酵素イメージングによる薬剤耐性

インフルエンザウイルスの検出技術の開発 
１５０ 

 
特別研究：複数年（2年）                                           

氏  名 所 属 機 関・職 名 研 究 題 目 助成金額 

田中 拓男 

理化学研究所 

田中メタマテリアル研究室 

主任研究員 

赤外吸収メタマテリアルと分子の共鳴結合

を利用した高感度極微量分子分光法の開発 
２,９４６ 

富澤 一仁 
熊本大学大学院生命科学研究部 

教授 

RNA修飾ヌクレオシド計測システム開発 と

その非侵襲的診断技術への応用 
３,０００ 

竹本 研 
横浜市立大学医学部生理学 

助教 

内在性蛋白質の時空間機能を網羅的に計測

可能な光学技術の開発 
３,０００ 

城口 克之 

理化学研究所 

生命システム研究センター 

ユニットリーダー 

菌叢ネットワークの理解・コントロールへ

向けた“次世代”菌叢解析法 の開発 
３,０００ 

安井 武史 
徳島大学大学院 

社会産業理工学研究部 教授 

光コムを用いたスキャンレス共焦点蛍光顕

微鏡の開発と超解像イメージングへの展開 
２,９９５ 

 
長期大型研究：複数年（5年）                                           

氏  名 所 属 機 関・職 名 研 究 題 目 助成金額 

田中 求 
ハイデルベルグ大学 

物理化学研究所 教授 

医学物理の基礎学理を中核とする医工計測

の新たな研究・教育グローバル拠点の確立 
３０,０００ 

 

第３５回（平成３０年度）技術開発研究助成金贈呈者 

開発研究 

氏  名 所 属 機 関・職 名 研 究 題 目 助成金額 

後藤 信哉 東海大学医学部 教授 
血流条件下の血小板細胞内カルシウムイオ

ン濃度動的変化の計測技術の開発 
４００ 

多田隈 尚史 大阪大学蛋白質研究所 助教 
分子座布団を組込んだ微小開口観察法によ

る生体相互作用解析法の開発 
４００ 

口丸 高弘 
自治医科大学 

分子病態治療研究センター 講師 

新原理に基づくタンパク質相互作用の非侵

襲的光イメージング手法の開発 
４００ 

西澤 精一 東北大学理学研究科 教授 
リボソーム RNA を標的とする高選択的・高

親和性赤色蛍光インジケーターの開発 
４００ 

山中 真仁 
名古屋大学大学院工学研究科 

助教 

細胞外の力場環境変化に伴う細胞内弾性・

粘性の多点高速3次元計測技術の開発 
４００ 

明石 知子 
横浜市立大学生命医科学研究科 

准教授 

細胞からサンプリングするタンパク質複合

体のネイティブ質量分析法の開発 
４００ 

遠藤 政幸 
京都大学大学院理学研究科 

特定准教授 

ナノスケール空間内での生体分子の物性の

１分子計測法の開発 
４００ 

小野 正博 京都大学薬学研究科 教授 
アルツハイマー病の超早期診断を目的とし

たβアミロイドオリゴマー検出技術の開発 
４００ 

西山 功一 
熊本大学国際先端医学研究機構 

准教授 

血管新生メカノバイオロジー機構を解くオ

ンチップ解析系と治療法の開発 
４００ 
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氏  名 所 属 機 関・職 名 研 究 題 目 助成金額 

佐藤 信吾 
東京医科歯科大学 

医歯学総合研究科 講師 

骨透明化技術による３次元骨構造解析法の

開発 
４００ 

生嶋 健司 
東京農工大学大学院工学研究院 

准教授 

超音波によるコラーゲン線維化の非侵襲診

断技術の開発 
４００ 

金城 政孝 
北海道大学 

大学院先端生命科学研究院 教授 

偏光蛍光強度揺らぎを利用した生細胞内凝

集タンパク質高感度検出法の開発研究 
４００ 

村越 道生 

鹿児島大学 

学術研究院理工学域工学系 

准教授 

難聴に関わる変異膜輸送タンパク質の局在

/機能回復化合物のスクリーニング技術開

発 

４００ 

太田 禎生 

東京大学 

先端科学技術研究センター 

准教授 

機器学習駆動型ラベルフリー形態セルソー

タ―開発と応用開拓 
４００ 

木岡 秀隆 
大阪大学大学院医学系研究科 

助教 

超高磁場MRIを用いた包括的エネルギー代

謝イメージング法の開発 
４００ 

齋藤 卓 
愛媛大学医学部附属病院 

先端医療創生センター 助教 

多光子励起蛍光スペクトル計測による定量

的肝炎病態診断技術の開発 
２０５ 

田中 賢 
九州大学先導物質化学研究所 

教授 

バイオ界面水構造制御による選択的な病気

マーカー分離・回収技術開発 
４００ 

戸口田 淳也 

京都大学 

ウイルス・再生医科学研究所 

教授 

IPS細胞を応用した骨分化過程計測法の開

発 
４００ 

石沢 武彰 
東京大学大学院医学系研究科 

講師 

術後膵液漏／胆汁漏のベッドサイド診断を

可能にする小型ドレーン排液測定器の開発 
４００ 

並木 繁行 
東京大学大学院医学系研究科 

助教 

新規蛍光スイッチングプローブによるライ

ブセル超解像イメージング法の開発 
４００ 

中川 英刀 

理化学研究所 

生命医科学研究センター 

がんゲノム研究チーム 

チームリーダー 

１分子シークエンスによる血液循環癌ゲノ

ム変異検出系の開発 
４００ 

高橋 有己 
京都大学大学院薬学研究科 

准教授 

血液中濃度維持機構の解明を目的とした内

因性エキソソームの計測・解析技術の開発 
４００ 

 
奨励研究：１年間または２年間 

氏  名 所 属 機 関・職 名 研 究 題 目 助成金額 

岩野 智 
理化学研究所 

脳神経科学研究センター 研究員 

ホタル生物発光を活用したin vivo発光プ

ローブ技術の開発 
２００ 

楊井 伸浩 
九州大学大学院工学研究院 

准教授 

生体分子のMRI観測を実現する超核偏極技

術の開発 
２００ 

真栄城 正寿 
北海道大学大学院工学研究院 

助教 

マイクロ・ナノデバイスによるエクソソー

ムの包括的情報解析とガン診断への応用 
２００ 

照月 大悟 

東京大学 

先端科学技術研究センター 

特任研究員 

昆虫嗅覚受容体発現細胞を検出素子とする

FET型匂いバイオセンサの安定的測定の実

現 

２００ 

谷本 博一 

横浜市立大学大学院 

生命ナノシステム科学研究科 

専任講師 

磁気ピンセットを用いた細胞内力学測定技

術の開発 
２００ 

森脇 健司 
弘前大学大学院理工学研究科 

助教 

走査型触覚顕微鏡を用いた表面形状・硬

さ・接着性の同時イメージング法の開発 
２００ 
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氏  名 所 属 機 関・職 名 研 究 題 目 助成金額 

蛭田 勇樹 
慶應義塾大学理工学部応用化学科 

専任講師 

がんの悪性度を診断する超高感度蛍光ポリ

マーpHイメージングプローブの開発 
２００ 

仁子 陽輔 高知大学教育研究部 助教 
フェムト秒ファイバーレーザー適応性二光

子励起発光材料の創製 
２００ 

荒井 健一 佐賀大学医学部 特任助教 
バイオ3Dプリンタにより作製した心筋組

織体を用いた新規薬理応答試験方法の開発 
２００ 

倉持 昌弘 

東京大学 

大学院新領域創成科学研究科 

助教 

生きた線虫の１分子動態と細胞応答を同時

取得する時分割Ｘ線回折／細胞イメージン

グ法 

１９６ 

松崎 賢寿 
東京医科歯科大学統合研究機構 

特別研究員（学振PD） 

“生きた”細胞接着面を可視化する超解像

―反射顕微法の開発と肝臓原基を用いた検

証 

２００ 

甲斐 洋行 東北大学工学研究科 特任助教 
皮膚上の微小流体制御による汗成分センサ

の開発 
２００ 

中嶋 香奈子 
産業技術総合研究所 

人間情報研究部門 研究員 

足関節不安定症診断のための長時間記録型

足底三軸力計測デバイスの開発 
１９９ 

當麻 真奈 
関西学院大学 

理工学部環境・応用化学科 助教 

比色型プラズモニックバイオセンサによる

病原性ウイルスの迅速・高感度検出法の開

発 

２００ 

経田 僚昭 
富山高等専門学校 

射水キャンパス商船学科 准教授 

次世代型完全非侵襲3次元血流イメージン

グ装置の開発と末梢部血流疾患の定量的評

価 

２００ 

 
特別研究：複数年（2年）                                           

氏  名 所 属 機 関・職 名 研 究 題 目 助成金額 

田中 元雅 

理化学研究所 

脳神経科学研究センター 

タンパク質構造疾患研究チーム 

チームリーダー 

翻訳中におけるタンパク質のフォールディ

ング異常を検出する計測技術の開発 
３,０００ 

合田 圭介 
東京大学大学院理学系研究科 

教授 

無標識医療の実現に向けた高性能ラマンフ

ローサイトメーター 
３,０００ 

柳原 格 

大阪府立病院機構 

大阪母子医療センター研究所 

部長 

母体血を用いた母体・胎児感染症の超高感

度核酸検出キット開発 
３,０００ 

 
長期大型研究：複数年（5年）                                           

氏  名 所 属 機 関・職 名 研 究 題 目 助成金額 

佐藤 匠徳 
奈良県立医科大学  

教授（寄附口座） 

「生体5次元情報」を解読する医工計測技

術を創出する「知・もの・人」づくり計画 
３０,０００ 

 

 

 

 

 

337



 

第３６回（令和元年度）技術開発研究助成金贈呈者 

開発研究 

氏  名 所 属 機 関・職 名 研 究 題 目 助成金額 

吉野 優樹 

東北大学 

加齢医学研究所腫瘍生物学分野 

助教 

患者層別化のためのがん組織におけるDNA

損傷修復活性測定法の開発 
400 

関口 博史 

高輝度光科学研究センター 

回折・散乱推進室 

主幹研究員 

生きた細胞におけるチャネルタンパク質・X

線１分子動態アッセイシス 

テムの開発 

400 

高橋 秀尚 

横浜市立大学 

大学院医学研究科 

分子生物学分野 教授 

遺伝子発現を制御する液相構成因子の網羅

的同定法の確立 
400 

大石 基 

筑波大学 

数理物質系物質工学域 

講師 

DNAナノシステムによる血中miRNAの「そ

の場」検出法の開発 
400 

池ノ内 順一 

九州大学 

理学研究院生物科学部門 

教授 

細胞膜脂質の局在と動態を可視化するプロ

ーブの開発と病態解明への活用 
400 

西川 恵三 

大阪大学 

免疫学フロンティア研究センター

免疫細胞生物学 

特任准教授 

多光子寿命イメージング法を用いた生体酸

素応答の定量計測法の開発 
400 

磯崎 瑛宏 

東京大学 

大学院理学系研究科化学専攻 

特任助教 

巨大液滴分取デバイスの超高速化 400 

西村 健 

筑波大学 

医学医療系遺伝子制御学 

准教授 

オルガノイドの非侵襲的かつ定量的評価を

用いた創薬研究 
400 

小澤 智宏 

名古屋工業大学 

大学院工学研究科生命・応用化学

専攻 教授 

高選択的生体NOセンシング電極の開発 400 

大塚 正人 

東海大学 

医学部基礎医学系 

教授 

in vivoゲノム編集効率の簡便な計測・定

量を可能とするモデル動物の作製と評価 
400 

松本 健志 

徳島大学 

社会産業理工学研究部理工学域 

教授 

拍動する血管壁の微細構造ダイナミクスを

捉えるX線位相差CTシステムの開発 
385 

藤本 裕 

東北大学 

大学院工学研究科応用化学専攻 

助教 

フォトンカウンティングCTの実現と普及

に向けた新規スペクトルイメージャーの開

発 

400 

山城 恒雄 

琉球大学 

医学部附属病院放射線科 

講師 

4次元呼吸ダイナミックCTを用いた新たな

呼吸機能測定法の確立 
354 

榛葉 健太 

東京大学 

工学系研究科精密工学専攻 

助教 

跳躍伝導の高精度電気計測技術の開発と脱

髄疾患モデルへの応用 
400 

矢野 隆章 

徳島大学 

ポストLEDフォトニクス研究所 

特任准教授 

一分子協奏ダイナミクス光計測による単一

生体高分子の機能解析 
400 

高井 まどか 

東京大学 

工学系研究科バイオエンジニアリ

ング専攻 教授 

高分子マイクロファイバー膜を駆使した高

感度かつ迅速な細胞分離・回収デバイスの

開発 

400 
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氏  名 所 属 機 関・職 名 研 究 題 目 助成金額 

熊本 康昭 

京都府立医科大学 

大学院医学研究科細胞分子機能病

理学 助教 

細胞・生体組織の分子網羅的イメージング

を可能にする蛍光顕微鏡技術の開発 
400 

新岡 宏彦 

大阪大学 

データビリティフロンティア機構

知能情報基盤部門 

特任准教授 

近赤外第二領域の光と希土類蛍光プローブ

を用いた生体深部超解像イメージング 
400 

新井 敏 

金沢大学 

新学術創成研究機構ナノ生命科学

研究所 准教授 

生体分子濃度の絶対定量を可能にする蛍光

センサー設計原理の一般化 
400 

宮寺 浩子 

筑波大学 

医学医療系遺伝医学 

助教 

新規HLA結合測定系の開発とT細胞エピト

ープ判別条件の確立 
400 

岩田 太 

静岡大学 

大学院光医工学研究科光医工学共

同専攻 教授 

細胞小器官をラベルフリーで可視化するナ

ノスケール帯電分布イメージング法の開発 
400 

中津 史 

新潟大学 

医学部医学科生化学第二 

准教授 

脂質交換輸送の定量計測技術の開発 400 

 
奨励研究：１年間または２年間 

氏  名 所 属 機 関・職 名 研 究 題 目 助成金額 

長谷 栄治 

徳島大学 

ポストLEDフォトニクス研究所 

特任研究員 

細胞の硬さ計測からがん診断を可能とする

光コム・ブリルアン散乱顕微鏡の開発 
200 

杉田 祐子 

大阪大学 

蛋白質研究所分子発生学 

助教 

脳機能の新たな評価法を目指した視運動性

応答計測の開発 
200 

猪瀬 朋子 

北海道大学 

電子科学研究所ナノ材料光計測研

究分野 助教 

In-situ検出可能な貴金属ナノワイヤー蛍

光ELISA開発 
200 

岡田 豪 

金沢工業大学 

バイオ・化学部応用化学科 

講師 

放射線治療における線量計測を目的とした

生体等価蛍光体の開発 
200 

西口 大貴 

東京大学 

理学系研究科物理学専攻 

助教 

アクティブマター理論に基づく細胞集団運

動の応答計測プラットフォームの構築 
200 

永井 萌土 

豊橋技術科学大学 

大学院工学研究科機械工学系 講

師 

多細胞間相互作用解析のための超並列単一

細胞・ゲルプリンタの開発 
200 

上田(石原) 

奈津実 

名古屋大学 

理学研究科生命理学専攻 

講師 

認知症の早期診断を実現する細胞・個体レ

ベルでの計測技術の開発 
200 

上原 亮太 

北海道大学 

大学院先端生命科学研究院上原研

究室 准教授 

細胞分裂障害によるガン化機序解明のため

のマルチスケール光学顕微鏡の開発 
200 

梨本 裕司 

東北大学 

学際科学フロンティア研究所 

助教 

走査型プローブ顕微鏡による

vasculature-on-a-chip評価法の開発 
200 
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氏  名 所 属 機 関・職 名 研 究 題 目 助成金額 

坂本 雅行 

東京大学 

大学院医学系研究科脳神経医学専

攻神経生化学分野 助教 

セルタイプ特異的な局所フィールド電位記

録法の開発 
200 

森本 雄祐 

九州工業大学 

大学院情報工学研究院物理情報工

学研究系 助教 

細胞内ナノpHメーター技術の開発 200 

樫田 啓 

名古屋大学 

大学院工学研究科生命分子工学専

攻 准教授 

人工核酸を利用した細胞内タンパク質検出 200 

平山 祐 

岐阜薬科大学 

薬学部薬化学研究室 

准教授 

高感度ヘム蛍光プローブによる細胞内ヘム

のハイスループット検出技術の開発 
200 

奥野 将成 

東京大学 

大学院総合文化研究科広域科学専

攻相関基礎科学系 准教授 

紫外共鳴ハイパーラマン分光法によるタン

パク質の局所構造解析 
200 

玉田 大輝 

山梨大学 

大学院総合研究部医学域先端医用

画像学講座 特任助教 

MRIと有限要素法解析を用いた肝鉄濃度計

測の実現 
200 

谷口 透 

北海道大学 

大学院先端生命科学研究院先端融

合科学研究部門 講師 

キラル分光法と重水素ラベル化を用いたメ

チオニンスルホキシドのキラリティー分析 
200 

寺尾 京平 

香川大学 

創造工学部機械システム工学領域 

准教授 

分化誘導の１細胞分解能計測・制御を実現

するマイクロ流体デバイスの創出 
200 

高橋 俊太郎 

甲南大学 

先端生命工学研究所 

講師 

光計測による細胞内分子クラウディングの

定量化技術の開発 
200 

西原 諒 

産業技術総合研究所 

生命工学領域バイオメディカル研

究部門 研究員 

酵素反応に基づくタンパク質発光分析技術

の開発 
200 

 
特別研究：複数年（2年）                                           

氏  名 所 属 機 関・職 名 研 究 題 目 助成金額 

松崎 政紀 

東京大学 

大学院医学系研究科 

細胞分子生理学分野 

教授 

脳組織内神経細胞活動の超広視野高速２光

子イメージング・光操作顕微鏡技術の開発 
3,000 

水上 進 

東北大学 

多元物質科学研究所 

有機・生命科学部門 

教授 

生体分子機能の定量的光制御を可能とする

生体解析基盤技術の開発 
3,000 

 
長期大型研究：複数年（5年）                                           

氏  名 所 属 機 関・職 名 研 究 題 目 助成金額 

佐久間一郎 

東京大学 

臨床生命医工学連携研究機構 

機構長 

大学院工学系研究科 教授 

先進的生体計測基盤技術の臨床展開 30,000 
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年度 贈呈式年月日 助成件数 助成金総額 

昭和 59 年度 昭和 60 年２月 28 日 ６件 1,600万円 

昭和 60 年度 昭和 61 年２月 25 日 ９件 2,100万円 

昭和 61 年度 昭和 62 年２月 27 日 ９件 2,050万円 

昭和 62 年度 昭和 63 年２月 26 日 ９件 1,950万円 

昭和 63 年度 平成元年２月 10 日 ８件 1,880万円 

平成元年度 平成２年２月 23 日 10件 2,110万円 

平成２年度 平成３年２月 22 日 10件 2,010万円 

平成３年度 平成４年２月 28 日 12件 2,430万円 

平成４年度 平成５年２月 26 日 10件 1,930万円 

平成５年度 平成６年２月 25 日 11件 2,100万円 

平成６年度 平成７年３月 24 日 11件 2,160万円 

平成７年度 平成８年２月 23 日 ９件 1,820万円 

平成８年度 平成９年２月 28 日 10件 1,920万円 

平成９年度 平成 10 年２月 27 日 10件 1,670万円 

平成 10 年度 平成 11 年２月 26 日 10件 1,700万円 

平成 11 年度 平成 12 年２月 25 日 10件 1,780万円 

平成 12 年度 平成 13 年２月 23 日 ９件 1,800万円 

平成 13 年度 平成 14 年２月 22 日 11件 1,980万円 

平成 14 年度 平成 15 年２月 21 日 10件 1,970万円 

平成 15 年度 平成 16 年２月 27 日 10件 2,000万円 

平成 16 年度 平成 17 年２月 25 日 12件 2,000万円 

平成 17 年度 平成 18 年２月 23 日 13件 2,000万円 

平成 18 年度 平成 19 年２月 23 日 13件 1,968万円 

平成 19 年度 平成 20 年２月 29 日 11件 1,753万円 

平成 20 年度 平成 21 年２月 27 日 13件 1,800万円 

平成 21 年度 平成 22 年２月 26 日 11件 1,800万円 

平成 22 年度 平成 23 年２月 25 日 11件 1,800万円 

平成 23 年度 平成 24 年２月 24 日 11件 1,798万円 

平成 24 年度 平成 25 年２月 22 日 11件 1,600万円 

平成 25 年度 平成 26 年２月 28 日 20件 4,525万円 

平成 26 年度 平成 27 年３月 12 日 27件 11,716万円 

平成 27 年度 平成 28 年２月 26 日 30件 19,981万円 

平成 28 年度 平成 29 年２月 24 日 30件 21,257万円 

平成 29 年度 平成 30 年２月 16 日 38件 54,891万円 

平成 30 年度 令和元年２月 22 日 41件 50,600万円 

令 和 元 年 度 令和２年２月 28 日 44件 48,539万円 

    

累計  530件 266,988万円 
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技術交流に対する助成状況 

（敬称略・順不同） 

１．派遣 

昭和６０年度技術交流（派遣）助成対象 

氏  名 所属機関・職名 会  議  名 開催地 時 期 

巽  典之 

大阪市立大学 

医学部講師 

国際血液学標準化委員会・ヨ

ーロッパ臨床検査学会 19年次

総会 

ベルギー・ルーベン 

フランス 

ツールース 

昭和 60年４

月 

堀  原一 
筑波大学 

臨床医学系教授 

第３回アジア太平洋心臓ペー

シング・電気生理シンポジウム 

オーストラリア 

メルボルン・シドニー 

10月 

黒川 一郎 
札幌医科大学 

教授 

国際血液標準化委員会 イギリス 

ブライトン・ロンドン 

10月 

八幡 義人 
川崎医科大学 

教授 

日米学術交流セミナー アメリカ 

ミネアポリス 

昭和 61年１

月 

 

昭和６１年度技術交流（派遣）助成対象 

氏  名 所属機関・職名 会  議  名 開催地 時 期 

柴田  昭 
新潟大学医学部      

教授 

第 21回国際血液学会 オーストラリア 

シドニー 

昭和 61年５

月 

新谷 和夫 
関東通信病院 

血液研究部長 

第 21回国際血液学会 オーストラリア 

シドニー 

５月 

屋形  稔 

新潟大学医学部      

教授 

1986年度米国臨床化学会学術

集会 

アメリカ 

シカゴ・サンフランシス

コ 

７月 

江刺 正喜 
東北大学工学部     

助教授 

第１回米日医生物工学シンポジ

ウム 

アメリカ 

ボルチモア 

９月 

信太 克規 

電子技術総合研究所標準

計測部 

主任研究官 

国際度量衡委員会電気諮問委

員会他 

フランス・パリ 

イギリス・ロンドン 

９月 

瀬口 靖幸 
大阪大学基礎工学部 教

授 

第８回 IEEE 医用生体工学国際

会議 

アメリカ 

ヒューストン 

11月 

鈴木 良次 

他８名 

大阪大学基礎工学部 教

授 

中日双方向医用生体工学シン

ポジウム〔阪大７，川崎医大１，

東京医歯大１〕 

中国 

上海 

12月 

田村 安孝 

山形大学工学部 

助手 

医用画像処理とパターン認識

及び音響映像法に関する国際

シンポジウム 

アメリ力 

ニューポートビーチ 

昭和 62年２

月 

 

昭和６２年度技術交流（派遣）助成対象 

氏  名 所属機関・職名 会  議  名 開催地 時 期 

渡辺 清明 
慶應義塾大学 

医学部講師 

第 11回国際血栓止血学会 ベルギー 

ブラッセル 

昭和 62年７

月 

氏  名 所属機関・職名 会  議  名 開催地 時 期 

喜多 悦子 奈 良 県 立 医 科 大 学     第 11回国際血栓止血学会 ベルギー ７月 
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助教授 ブラッセル 

三輪 史朗 
(財)冲中記念成人病研究

所 所長 

第６回国際血液学アジア太平洋

域会議 

インド 

ボンベイ 

12月 

 

昭和６３年度技術交流（派遣）助成対象 

氏  名 所属機関・職名 会  議  名 開催地 時 期 

杉江  昇 
名古屋大学工学部  

教授 

国際神経回路網会議 アメリカ 

サンディエゴ 

昭和 63年７

月 

吉村 武晃 
神戸大学工学部 

助教授 

国際 ME学会 アメリカ 

サン・アントニオ 

８月 

安藤  繁 
東京大学工学部 

助教授 

システム人間およびサイバネテ

ィックスに関する国際会議 

中華人民共和国 

北京・瀋陽 

８月 

浅野 茂隆 
東京大学医科学研究所 

助教授 

造血と分化因子に関する国際シ

ンポジウム 

オーストラリア 

メルボルン 

８月 

山口 延男 
神戸大学医学部 

教授 

第 22回国際血液学会 イタリア 

ミラノ 

８月 

関根 松夫 

東京工業大学大学院総合

理工学研究科  

助教授 

第 18回ヨーロッパ・マイクロ波国

際会議 

スウェーデン 

ストックホルム 

９月 

荒井 恒憲 
防衛医科大学校 

医学教育学助手 

第４回医学における光学ファイ

バーの応用国際会議 

アメリカ 

ロスアンゼルス 

平成元年１

月 

 

平成元年度技術交流（派遣）助成対象 

氏  名 所属機関・職名 会  議  名 開催地 時 期 

志賀  健 
大阪大学医学部 

教授 

弟７回国際バイオレオロジー学

会総会 

フランス 

ナンシー 

平成元年６

月 

川上 憲司 
東京慈恵会医科大学 助

教授 

第 17回国際医学放射線学会 フランス 

パリ 

７月 

幸道 秀樹 
東京大学医科学研究所 

講師 

国際実験血液学会総会 フランス 

パリ 

７月 

菊池  眞 
防衛医科大学校 

教授 

第２回国際医用生体工学学会

(汎太平洋シンポジウム) 

オーストラリア 

メルボルン 

７月 

只野 寿太郎 
佐賀医科大学 

教授 

弟２回国際健康と生命化学領域

における質量分析学会 

アメリカ 

サンフランシスコ 

８月 

八幡 義人 
川崎医科大学 

教授 

赤血球膜および代謝に関する

国際シンポジウム 

東ドイツ 

ベルリン 

８月 

岡田 正彦 
新潟大学医学部 

助教授 

第 11 回 IEEE 医用生体工学国

際会議 

アメリカ 

シアトル 

11月 

大西  昇 
名古屋大学工学部 

助教授 

第 11 回 IEEE 医用生体工学国

際会議 

アメリカ 

シアトル 

11月 

 

 

 

 

平成２年度技術交流（派遣）助成対象 

氏  名 所属機関・職名 会  議  名 開催地 時 期 
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松本  元 
電子技術総合研究所 超

分子部長 

生物化学系における波動とパタ

ーンに関する国際会議 

ソビエト 

モスクワ 

平成２年５

月 

尾辻 省吾 
鹿児島大学医学部 

教授 

第 24回世界スポーツ医学会議 オランダ 

アムステルダム 

５月 

作間 英一 
計量研究所 量子計測研

究室長 

精密電気磁気測定国際会議 カナダ 

オタワ 

６月 

大城  巌 
和歌山県立医科大学中

央検査部 主任技師 

国際臨床化学総会 アメリカ 

サンフランシスコ 

７月 

桐生 昭吾 
電子技術総合研究所基

礎計測部 研究員 

応用超電導国際会議 アメリカ 

アスペン 

９月 

山本 徳則 

川崎医科大学医用電子

工学 

超音波血流計測による動脈硬

化のメカニズムの解析に関する

共同研究（インペリアル大学） 

イギリス 

ロンドン 

平成３年２

月 

 

平成３年度技術交流（派遣）助成対象 

氏  名 所属機関・職名 会  議  名 開催地 時 期 

鈴木 宏治 
三重大学医学部 

教授 

第 13回国際血栓止血学会 オランダ 

アムステルダム 

平成３年６

月 

屋形  稔 
新潟大学医学部 

名誉教授 

第 16 回世界病理・臨床病理学

会 

カナダ 

バンクーバー 

６月 

犬塚  貴 
新潟大学医学部 

助手 

第 13回国際神経化学会 オーストラリア 

シドニー 

７月 

樋口 哲也 

電子技術総合研究所 

情報ｱｰｷﾃｸﾁｬ部  

主任研究官 

国際人工知能会議 オーストラリア 

シドニー 

８月 

増田 俊久 

電子技術総合研究所 

エネルギー基礎部  

主任研究官 

第２回欧州宇宙用電源会議 イタリア 

フィレンツェ 

９月 

石原  謙 

国立大阪病院臨床研究

部医用工学研究室  

室長 

第６回世界超音波学会 デンマーク 

コペンハーゲン 

９月 

北風 政史 
大阪大学医学部 

医員 

第 64回米国心臓病理学会 アメリカ 

アナハイム 

11月 

小澤 敬也 
東京大学医科学研究所 

助教授 

第 33回アメリカ血液学会総会 アメリカ 

デンバー 

12月 

原田 裕一 
東京工業大学大学院総

合理工学研究科 

第３回北欧超伝導シンポジウム デンマーク 

ナイボルグ 

平成４年３

月 

 

 

 

 

 

平成４年度技術交流（派遣）助成対象 

氏  名 所属機関・職名 会  議  名 開催地 時 期 

相沢 義房 
新潟大学医学部 

講師 

国際不整脈アブレーション会議 アメリカ 

ノースカ口ライナ 

平成４年５

月 
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黒田 新一 

電子技術総合研究所 

凝縮物性研究室長 

第６回コロイドおよび界面科学に

おける磁気共鳴に関する国際シ

ンポジウム 

イタリア 

フィレンツェ 

６月 

八木 康之 

電子技術総合研究所 

エネルギー基礎部  

主任研究員 

第 14 回プラズマ物理および制

御核融合に関する国際会議 

ドイツ 

ヴェルツブルグ 

９月 

小笠原 康夫 
川崎医科大学 

講師 

第 14 回 IEEE 医用生体工学国

際会議 

フランス 

パリ 

10月 

三戸 章裕 
計量研究所熱物性部 

主任研究官 

第 15 回レーザとその応用に関

する国際会議 

アメリカ 

ビューストン 

12月 

中村  収 
計量研究所力学部 

研究員 

共焦点顕微鏡と３次元画像処理

に関する国際会議 

オーストラリア 

シドニー 

平成５年２

月 

 

平成５年度技術交流（派遣）助成対象 

氏  名 所属機関・職名 会  議  名 開催地 時 期 

河盛 隆造 
大阪大学医学部 

講師 

インシュリンに関する Banting 

and Bestシンポジウム 

カナダ 

トロント 

平成５年６

月 

猪狩  淳 
順天堂大学医学部 

教授 

弟 18回国際化学療法学会 スェーデン 

ストックホルム 

７月 

柴田  昭 
新潟大学 

医学部長 

第 27 回マレーシヤ・シンガポー

ル医学総会 

マレーシヤ 

クアラルンプール 

８月 

佐藤 俊輔 
大阪大学基礎工学部 

教授 

IMIA‐IFMBE 生体信号の解釈に

関する研究集会 

デンマーク 

アールボー 

８月 

濱崎 直孝 
九州大学医学部 

教授 

ゴードン研究国際会議 アメリカ 

ニューハンプシャー 

８月 

鈴木  淳 
電子技術総合研究所材

料部 研究員 

第 15 回アモルファス半導体国

際会議 

イギリス 

ケンブリッジ 

９月 

鈴木  康 
昭和大学医学部 

助教授 

第 17 回世界解剖、臨床病理学

会連合会議 

メキシコ 

アカプルコ 

10月 

木村  総 
昭和大学医学部臨床病

理学 助手 

第 17回国際臨床病理学会総会 メキシコ 

アカプルコ 

10月 

清水  章 
大阪医科大学医学部 

教授 

第 15回国際臨床化学会議 オーストラリア 

メルボルン 

11月 

岡部 紘明 

熊本大学医学部 

教授 

第 15 回国際臨床化学会議、第

6 回アジア･太平洋臨床化学会

議 

オーストラリア 

メルボルン 

11月 

佐々木 匡秀 
高知医科大学医学部 

教授 

第 15回国際臨床化学会議 オーストラリア 

メルボルン 

11月 

河野 均也 
日本大学医学部 

教授 

第 15回国際臨床化学会議 オーストラリア 

メルボルン 

11月 

 

氏  名 所属機関・職名 会  議  名 開催地 時 期 

大垣 英明 

電子技術総合研究所量

子放射部 

主任研究官 

1993 年原子核科学及び医用画

像に関する合同会議 

アメリカ 

サンフランシスコ 

11月 

中山  貫 計量研究所 アボガドロ定数およびシリコンに イタリア 平成６年３
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主席研究官 よるモルの表示に関する国際研

究集会 

トリノ 月 

 

平成６年度技術交流（派遣）助成対象 

氏  名 所属機関・職名 会  議  名 開催地 時 期 

関口  進 
防衛医科大学校 

教授 

第 72 回米国臨床病理学会春期

大会 

アメリカ 

シアトル 

平成６年４

月 

森   徹 
京都大学医学部 

教授 

第 76回米国分泌学会議 アメリカ 

アナハイム 

６月 

伊藤 順司 

電子技術総合研究所 

電子デバイス部 

主任研究官 

第 7 回国際真空マイクロエレクト

口二クス会議 

フランス 

グルノーブル 

７月 

加藤 吉彦 
電子技術総合研究所 

光技術部 主任研究官 

電磁精密測定国際会議 アメリカ 

ボルダー 

７月 

望月 精一 
川崎医療短期大学 

講師 

医用物理生体工学世界会議 ブラジル 

リオデジャネイロ 

８月 

菅原 基晃 
東京女子医科大学 

教授 

医用物理生体工学世界会議 ブラジル 

リオデジャネイロ 

８月 

佐野 雅之 
佐賀医科大学輪血部 

講師 

接触因子異常症とその臨床に関

する集会 

アメリカ 

ベセスダ 

９月 

櫻井 晃洋 
信州大学医学部 

助手 

第 68回米国甲状腺学会議 アメリカ 

シカゴ 

９月 

津田 展宏 

計量研究所量子部 

精密測定研究室長 

第４回ジョイントナノテクノロジー

シンポジウム及び国際自動制御

会議 

イギリス 

ロンドン 

９月 

熊野 和雄 
北里大学医学部 

講師 

第 15回国際腹膜透析学会 アメリカ 

ボルチモア 

平成７年２

月 

 

平成７年度技術交流（派遣）助成対象 

氏  名 所属機関・職名 会  議  名 開催地 時 期 

星野 高伸 
東京警察病院 

外科副部長 

第３回国際先端外科手術学会 ドイツ 

ルクセンブルグ 

平成７年６

月 

菅野 剛史 
浜松医科大学医学部  

教授 

第11回IFCCヨーロッパ臨床化学

会議 

フィンランド 

タンペレ 

７月 

橋本 琢磨 
金沢大学医学部 

教授 

第11回IFCCヨーロッパ臨床化学

会議 

フィンランド 

タンペレ 

７月 

立花 博之 
川崎医療短期大学 

助手 

地中海医用物理生体工学会議 イスラエル 

エルサレム 

９月 

堀  原一 
筑波大学 

名誉教授 

第 10 回世界心臓ペーシング・電

気生理会議 

アルゼンチン 

ブエノスアイレス 

10月 

 

平成８年度技術交流（派遣）助成対象 

氏  名 所属機関・職名 会  議  名 開催地 時 期 

大島 哲也 
広島大学医学部 

助教授 

第 16 回国際高血圧学会学術集

会 

イギリス 

グラスゴー 

平成８年６

月 

村山  泰 電子技術総合研究所 精密電磁気計測会議 ドイツ ６月 
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基礎計測部 

主任研究官 

ブラウンシュバイク 

西村 敏博 
大分大学工学部 

助手 

アメリカ電気電子工学学会パワ

ーエレクトロニクススペシャリスト 

イタリア 

バベノ 

６月 

杉浦 清了 
東京大学医学部 

助手 

ゴードンリサーチ会議 アメリカ 

ニューハンプシャー 

７月 

井上 武海 
電子技術総合研究所 

光技術部 主任研究官 

国際電波科学連合第 25回総会 フランス 

リール 

８月 

熊谷 俊一 
神戸大学医学部 

教授 

第 60回アメリカリウマチ学会 アメリカ 

オーランド 

10月 

 

平成９年度技術交流（派遣）助成対象 

氏  名 所属機関・職名 会  議  名 開催地 時 期 

中澤 博江 
東海大学医学部 

教授 

第１回国際パーオキシナイトライト

会議 

スイス 

アスコナ 

平成９年５

月 

上塚 芳郎 
東京女子医科大学 

講師 

第 16回国際血栓止血学会議 イタリア 

フローレンス 

６月 

山田 俊幸 
自治医科大学 

講師 

第 49回米国臨床化学会議 アメリカ 

アトランタ 

７月 

豊田 英嗣 
川崎医科大学 

大学院生 

国際医用物理生体工学会議 フランス 

ニース 

９月 

秋山 修二 
電子技術総合研究所 

超分子部 主任研究官 

第４回神経情報処理国際会議 ニユージーランド 

ダニーデイン 

11月 

 

平成 10年度技術交流（派遣）助成対象 

氏  名 所属機関・職名 会  議  名 開催地 時 期 

岡田 徳次 
新潟大学工学部 

教授 

ロボティクスと自動化に関する電

気電子学会国際会議 

ベルギー 

ルーベン 

平成 10年５

月 

橋本 大定 
東京警察病院 

外科部長 

第６回世界内視鏡外科学会 

腹膜鏡下手術シンポジウム 

イタリア・ローマ 

ドイツ・トリットリンゲン 

６月 

松本 健志 
川崎医療短期大学 

助教授 

第 71回米国心臓学会学術集会 アメリカ 

ダラス 

11月 

 

平成 11年度技術交流（派遣）助成対象 

氏  名 所属機関・職名 会  議  名 開催地 時 期 

石田 英之 
東海大学医学部 

講師 

第 44回米国生物物理学会 アメリカ 

ニユーオリンズ 

平成 12年２

月 

 

平成 12年度技術交流（派遣）助成対象 

氏  名 所属機関・職名 会  議  名 開催地 時 期 

片岡 則之 
川崎医療短期大学臨床工

学科 講師 

実験生物学会 2000 アメリカ 

サンディエゴ 

平成 12年４

月 

岩佐 章夫 

電子技術総合研究所 

基礎計測部  

主任研究官 

電磁気精密計測国際会議 オーストラリア 

シドニー 

５月 

ハッサン ＭＤ 東京医科歯科大学生体材 国際医用物理生体工学会議シカ アメリカ ７月 
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モイヌディン 料工学研究所 

大学院生 

ゴ 2000 シカゴ 

谷口 慶治 
福井大学 

名誉教授 

IEEE信号処理部会 2000年度画

像処理に関する国際会議 

カナダ 

バンクーバー 

９月 

清島  満 

岐阜大学医学部 

臨床検査医学  

教授 

第 73回米国心臓学会学術集会 アメリカ 

ニューオリンズ 

11月 

入部 玄太郎 

岡山大学大学院医歯学総

合研究科システム循環整

理学 助手 

実験生物学会 2001 アメリカ 

オーランド 

平成 13年３

～４月 

 

平成 13年度技術交流（派遣）助成対象 

氏  名 所属機関・職名 会  議  名 開催地 時 期 

井出 利英 
明治大学大学院理工学研

究科 大学院生 

第４回窒化物半導体国際会議 アメリカ 

デンバー 

平成 13年７

月 

清岡 崇彦 

岡山大学大学院医歯学総

合研究科システム循環生

理学 大学院生 

左心室‐容積ループ（PV―LOOPS）

国際シンポジウム 

オランダ 

マーストリヒト 

平成 14年１

月 

 

平成 14年度技術交流（派遣）助成対象 

氏  名 所属機関・職名 会  議  名 開催地 時 期 

田中 三郎 
豊橋技術科学大学 

助教授 

超伝導応用国際会議(ASC 2002) アメリカ 

ヒューストン 

平成 14年８

月 

柴田 政廣 
東京大学大学院 

医学系研究科 講師 

第 22回欧州微小循環学会議 イギリス 

エクスター 

８月 

 

平成 15年度技術交流（派遣）助成対象 

氏  名 所属機関・職名 会  議  名 開催地 時 期 

稲垣 正司 

国立循環器病センター研

究所 

循環動態機能部機能評価

研究室 室長 

World Congress on Medical 

Physics and Biomedical 

Engineering 2003 

オーストラリア・シドニ

ー 

平成 15年８

月 

 

平成 16年度技術交流（派遣）助成対象 

氏  名 所属機関・職名 会  議  名 開催地 時 期 

井内 洋介 

岡山大学医学部 

保健学科放射線診療技術

学講座 助手 

American Heart Association 

Scientific Sessions 2004 

(米国心臓学会) 

アメリカ 

ニューオリンズ 

平成 16 年

11月 

 

平成 17年度技術交流（派遣）助成対象 

氏  名 所属機関・職名 会  議  名 開催地 時 期 

森本 太郎 

岡山大学医学部歯学部付

属病院 総合診療内科 内

科医師 

American Heart Association  

(米国心臓学会) 

アメリカ 

ダラス 

平成 17 年

11月 

 

平成 18年度技術交流（派遣）助成対象 
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氏  名 所属機関・職名 会  議  名 開催地 時 期 

前川 真人 

浜松医科大学医学部臨床

検査医学 

教授 

American Association for 

Clinical Chemistry, Annual 

Meeting(米国臨床化学会) 

アメリカ 

シカゴ 

平成 18 年 

7月 

片岡 則之 

川崎医療短期大学 

講師 

5th World Congress of 

Biomechanics 

(第５回生体力学世界会議) 

ドイツ 

ミュンヘン 

平成 18年 

7月 

 

平成 20年度技術交流（派遣）助成対象 

氏 名 所属機関・職名 会議名 開催地 時期 

望月 精一 

川崎医療福祉大学・医療技

術学部・臨床工学科 

教授 

第 13 回国際バイオレオロジー

学会・第 6回国際臨床ヘモレオ

ロジー学会 

米国 

ペンシルベニア州 

平成 20年 7

月 

 

平成 21年度技術交流（派遣）助成対象 

氏 名 所属機関・職名 会議名 開催地 時期 

有光 百合子 

Biomechanics Laboratory 

Mayo Clinic 

2009年アメリカ手の手術の 

外科・ハンドラセラピー学会 

アメリカ合衆国 

サンフランシスコ州 

平成 21年 9

月 

 

平成 23年度技術交流（派遣）助成対象 

氏 名 所属機関・職名 会議名 開催地 時期 

金 性勲 

東北大学大学院工学研究

科 電気通信工学専攻 

博士課程後期３年 

ＩＥＥＥ 

国際磁気学会 

カナダ 

バンクーバー 

平成 24年 5

月 

 

平成 24年度技術交流（派遣）助成対象 

氏 名 所属機関・職名 会議名 開催地 時 期 

岡島 亜希子 

三重大学 

工学研究科 

博士前期課程２年 

第 25回真空ナノエレクトロニク

ス国際会議 

韓国 

済州島 

平成24年7

月 

堀 正峻 

東京大学大学院 

情報理工学系研究科 

博士課程 

MEMS2013 台湾 

台北 

平成25年1

月 

須藤 健太 

宇都宮大学 

工学研究科 

博士前期課程２年 

フォトニクス・ウエスト 

2013，バイオス 

アメリカ 

カリフォルニア州 

平成25年2

月 

 

 

氏 名 所属機関・職名 会議名 開催地 時 期 

銭 昆 

東京大学工学部 

精密工学科 

学部学生 

第 27回 CARS 2013放射線医

学及び外科学におけるコンピュ

ータ支援国際会議 

ドイツ 

ハイデルベルク 

平成 25年 

6月～7月 

加藤 峰士 

東京大学大学院 

工学系研究科 

博士課程１年生 

第 27回 CARS 2013放射線医

学及び外科学におけるコンピュ

ータ支援国際会議 

ドイツ 

ハイデルベルク 

平成 25年 

6月～7月 
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平成 25年度技術交流（派遣）助成対象 

氏 名 所属機関・職名 会議名 開催地 時 期 

藤田 敏次 

大阪大学微生物病研究所 

感染症学免疫学融合プロ

グラム推進室 助教 

第 15回国際免疫会議 イタリア 

ミラノ 

平成 25年

8月 

荻 智成 

豊橋技術科学大学 

大学院工学研究科 

機械工学専攻 

博士前期課程１年 

IEEE SMC 2013 イギリス 

マンチェスター 

平成 25年

10月 

岩崎 友哉 

名古屋工業大学大学院工

学研究科 

未来材料創成工学専攻 

博士前期課程１年 

第 4回アジア錯体化学会議 韓国 

済州島 

平成 25年

11月 

西尾 瑞穂 

神戸大学大学院医学研究

科 内科系講座放射線医

学分野  

特命助教 

第 99回北米放射線学会 アメリカ 

シカゴ 

平成 25年

12月 

長尾 亮 

大阪大学大学院工学研究

科 環境・エネルギー工学

専攻  

博士前期課程１年 

BiOS 2014,part of Photonics 

West 

アメリカ 

カリフォルニア・サンフ

ランシスコ 

平成 26年 

1月～2月 

法野 祐規 

名古屋大学大学院医学系

研究科 医療技術学専攻

博士前期課程２年 

SPIE Medical Imaging 2014 

国際光工学会 

アメリカ 

カリフォルニア・サンデ

ィエゴ 

平成 26年

2月 

田中 利恵 

金沢大学医薬保健研究域 

保健学系 

助教 

SPIE Medical Imaging 2014 

国際光工学会 

アメリカ 

カリフォルニア・サンデ

ィエゴ 

平成 26年

2月 

金子 智則 

東京大学大学院情報理工

学系研究科 

知能機械情報学専攻 修

士課程 

The27th International 

Conference on Micro Electro 

Mechanical Systems 

アメリカ 

カリフォルニア・サンフ

ランシスコ 

平成 26年

1月 

ディン ホアン

ジャン 

東京大学大学院情報理工

学系研究科 

知能機械情報学専攻 修

士課程 

The27th International 

Conference on Micro Electro 

Mechanical Systems 

アメリカ 

カリフォルニア・サンフ

ランシスコ 

平成 26年

1月 

 

氏 名 所属機関・職名 会議名 開催地 時 期 

鈴木 崇大 

東京大学大学院情報理工

学系研究科 

知能機械情報学専攻 修

士課程 

The27th International 

Conference on Micro Electro 

Mechanical Systems 

アメリカ 

カリフォルニア・サンフ

ランシスコ 

平成 26年

1月 

ファン クァンカ

ン 

東京大学大学院情報理工

学系研究科 

知能機械情報学専攻 修

士課程 

The27th International 

Conference on Micro Electro 

Mechanical Systems 

アメリカ 

カリフォルニア・サンフ

ランシスコ 

平成 26年

1月 
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グッドウィン・ジ

ョナサン 

北海道大学病院  

放射線診療科  

特任助教 

国際磁気共鳴学会・欧州医生

物学磁気共鳴合同会議 

イタリア 

ミラノ 

平成 26年

5月 

セーボレー 

那沙 

東京農工大学大学院 

工学府 生命工学専攻 

博士後期課程２年 

The24th Anniversary World 

Congress on Biosensors 

オーストラリア 

メルボルン 

平成 26年 

5月～6月 

 

平成 26年度技術交流（派遣）助成対象 

氏 名 所属機関・職名 会議名 開催地 時 期 

金 潤河 

東京大学大学院 

工学系研究科 

電気系工学専攻 

博士課程 3年 

第 5回 IEEE RAS & EMBS バイ

オメディカル・ロボティックスとバ

イオメカトロニックスに関する国

際会議 

ブラジル 

サンパウロ 

平成 26年

8月 

内藤 佳菜子 

東京大学大学院 

工学系研究科 

バイオエンジニアリング専

攻 修士課程 

第 7 回医療用ロボット技術に関

するハムリンシンポジウム 

イギリス 

ロンドン 

平成 26年

7月 

豊田 峻輔 

大阪大学大学院 

生命機能研究科 

時空生物学講座 

特任研究員 

FENS 第 9 回欧州神経科学会

議 

イタリア 

ミラノ 

平成 26年

7月 

草苅 大輔 

大阪大学大学院 

工学研究科 環境・エネル

ギー工学専攻 

バイオス 2015 

フォトニクス 

ウェスト 

アメリカ 

カリフォルニア 

平成 27年

2月 

金子 智則 

東京大学大学院情報理工

学系研究科 

知能機械情報学専攻 

修士課程 

第 28 回微小電気機械システム

に関する IEEE国際会議 

ポルトガル 

エストリル 

平成 27年

1月 

青木 亮 

東京大学大学院情報理工

学系研究科 

知能機械情報学専攻 

修士課程 

第 28 回微小電気機械システム

に関する IEEE国際会議 

ポルトガル 

エストリル 

平成 27年

1月 

鈴木 智絵 

東京大学大学院情報理工

学系研究科 

知能機械情報学専攻 

修士課程 

第 28 回微小電気機械システム

に関する IEEE国際会議 

ポルトガル 

エストリル 

平成 27年

1月 

 

氏 名 所属機関・職名 会議名 開催地 時 期 

風間 涼平 

東京大学大学院情報理工

学系研究科 

知能機械情報学専攻 

修士課程 

第 28回微小電気機械システム

に関する IEEE国際会議 

ポルトガル 

エストリル 

平成 27年

1月 

吉野 鉄大 

慶應義塾大学医学部 

漢方医学センター 

助教 

第 10回国際代替医療研究会 大韓民国 

済州 

平成 27年

5月 
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有田 龍太郎 

慶應義塾大学医学部 

漢方医学センター 

助教 

第 10回国際代替医療研究会 大韓民国 

済州 

平成 27年

5月 

 

平成 27年度技術交流（派遣）助成対象 

氏 名 所属機関・職名 会議名 開催地 時 期 

森山 敏文 

長崎大学大学院 

工学研究科 

電気・情報工学科学部門 

電磁気研究推進シンポジウム チェコ共和国 

プラハ 

平成 27年

7月 

槇田 諭 

佐世保工業高等専門学校 

電子制御工学科  

講師 

第 25回国際バイオメカニクス学

会大会 

イギリス 

グラスゴー 

平成 27年

7月 

小山 稔生 

金沢大学大学院 

自然科学研究科機械科学

専攻 

人間機械創造研究室 

The 2015 IEEE/ASME 

International Conference on 

Advanced Intelligent 

Mechatronics  

韓国 

釜山 

平成 27年

7月 

田中 幸美 

東京大学大学院  

新領域創成科学研究科  

人間環境学専攻 

IEEE 医療・生理部会 イタリア 

ミラノ 

平成 27年

8月 

白松 知世 

東京大学 先端科学技術

センター 生命知能システ

ム分野 特任研究員 

脳のエラーシグナル-第7回ミス

マッチネガティビティカンファレ

ンス 

ドイツ 

ライプツィヒ 

平成 27年

9月 

真鍋 正伸 

大阪大学大学院 

工学研究科 環境・エネル

ギー工学専攻 

中性子捕捉療法国際学会 イタリア 

パビア 

平成 27年

9月 

吉見 靖男 

芝浦工業大学  

工学部応用化学科 

教授 

第 14回治療薬モニタリングおよ

び臨床毒性学国際会議 

オランダ 

ロッテルダム 

平成 27年

10月 

荒船 拓也 

群馬大学大学院 理工学

専攻 電子情報・数理教

育プログラム 

第 11回 IEEE主催 

ASIC国際会議 

中国 

成都 

平成 27年

11月 

梶本 武利 

神戸大学大学院 

医学研究科生化学分子生

物学講座 助教 

2015年アメリカ細胞生物学会

年会 

アメリカ 

サンディエゴ 

平成 27年

12月 

安藤 潤 

大阪大学大学院 

工学研究科 

精密科学・応用物理学専

攻 特任研究員（常勤） 

環太平洋国際化学会議 2015 アメリカ 

ホノルル 

平成 27年

12月 

氏 名 所属機関・職名 会議名 開催地 時 期 

吉田 悟 
慶應義塾大学大学院 

理工学研究科 

第 29回 MEMS国際会議 中国 

上海 

平成 28年

1月 

鈴木 規之 

慶應義塾大学大学院 

理工学研究科 

総合デザイン工学専攻 

第 29回 MEMS国際会議 中国 

上海 

平成 28年

1月 

岡谷 泰佑 
東京大学大学院 

情報理工学系研究科 

第 29回 MEMS国際会議 中国 

上海 

平成 28年

1月 
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知能機械情報学専攻 

大西 航 

東京大学大学院 

情報理工学系研究科 

知能機械情報学専攻 

第 29回 MEMS国際会議 中国 

上海 

平成 28年

1月 

朴 熙俊 

東京大学大学院 

情報理工学系研究科 

知能機械情報学専攻 

第 29回 MEMS国際会議 中国 

上海 

平成 28年

1月 

白石 祐大 

東京農工大学大学院 

工学府 

機械システム工学専攻 

物理生物学会年会 アメリカ 

ロサンゼルス 

平成 28年

2月 

金澤 裕樹 

徳島大学大学院 

医歯薬学研究部 

医用画像情報科学分野 

助教 

欧州放射線会議 オーストリア 

ウィーン 

平成 28年

3月 

寺崎 健人 

九州大学大学院 

医学系学府 保健学専攻 

医用量子線科学分野 

第 14回国際放射線防護学会

国際会議 

アフリカ 

ケープタウン 

平成 28年

5月 

濱口 卓也 

慶應義塾大学医学部 

漢方医学センター 

助教 

第 11回国際代替医療研究会 アメリカ 

ラスベガス 

平成 28年

5月 

井口 泰成 

大阪大学大学院 

工学研究科 

環境・エネルギー工学専

攻 

アメリカ質量分析会議 アメリカ 

サン・アントニオ 

平成 28年

6月 

 

平成 28年度技術交流（派遣）助成対象 

氏 名 所属機関・職名 会議名 開催地 時 期 

木竜 徹 

新潟大学 

自然科学研究科 

電気情報工学専攻 

人間支援科学コース 

教授 

XXI Congress of the 

International Society of 

Electrophysiology and 

Kinesiology 

第 21回 国際電気生理運動学

会大会 

アメリカ 

シカゴ 

平成 28 年

7月 

伊藤 健一 

新潟工科大学 

工学部工学科 

准教授 

The 38th Annual International 

Conference of the IEEE 

Engineering in Medicine and 

Biology Society (EMBC’16) 

第 38回国際 ME学会議 

アメリカ 

オーランド 

平成 28 年

8月 

龍 進吾 

豊橋技術科学大学大学院 

工学研究科 

情報・知能工学専攻 

博士前期課程 

The 38th Annual International 

Conference of the IEEE 

Engineering in Medicine and 

Biology Society (EMBC’16) 

第 38回国際 ME学会議 

アメリカ 

オーランド 

平成 28 年

8月 
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氏 名 所属機関・職名 会議名 開催地 時 期 

臼井 健二 

甲南大学 

フロンティアサイエンス学

部 

生命化学科 

准教授 

The 34th European Peptide 

Symposium and the 8th 

International Peptide 

Symposium 

第 34回ヨーロッパペプチドシン

ポジウム・第 8回国際ペプチド

シンポジウム 

ドイツ 

ライプツィヒ 

平成 28 年

9月 

吉田 光輝 

慶應義塾大学大学院 

理工学研究科  

総合デザイン工学専攻

（機械系） 

The 20th International 

Conference on Miniaturized 

Systems for Ch 

emistry and Life Science 

化学と生命科学のための微小

システムに関する国際会議 

アイルランド 

ダブリン 

平成 28 年

10月 

林 裕晃 

徳島大学大学院  

医歯薬学研究部 

助教 

Annual Meeting of Radiological 

Society of North America 

北米放射線学会年次大会 

アメリカ 

シカゴ 

平成 28 年

11月 

浜田 俊幸 

北海道大学大学院 

医学研究科 

放射線医学分野 

特任准教授 

Neuroscience 2016 

北米神経科学会 2016 

アメリカ 

サンディエゴ 

平成 28 年

11月 

近藤 泰成 

豊橋技術科学大学大学院 

工学研究科 

情報・知能工学専攻 

博士前期課程 １年 

24th Color Imaging Conference 

色画像化会議 

アメリカ 

サンディエゴ 

平成 28 年

11月 

鈴木 南羽 

東京農工大学 

工学府 

生命工学専攻 

Pacific rim meeting on 

electrochemical and solid-state 

science 2016 

2016年電気化学会（ECSJ）秋

季大会 

アメリカ 

ホノルル 

平成 28 年

10月 

空田明日香 

東京農工大学大学院 

工学府  

生命工学専攻 

Pacific rim meeting on 

electrochemical and solid-state 

science 2016 

2016年電気化学会（ECSJ）秋

季大会 

アメリカ 

ホノルル 

平成 28 年

10月 

上村圭亮 

大阪大学大学院 

医学系研究科  

運動器医工学治療学 

ISTA 2016 

第 29回国際人工関節技術会

議 

アメリカ 

ボストン 

平成 28 年

10月 

NGUYEN 

THANH VINH 

東京大学 

IRT研究機構 

下山研究室 

特任研究員 

THE 69th ANNUAL MEETING 

OF THE AMERICAN 

PHYSICAL SOCIETY- 

DIVISION OF FLUID 

DYNAMICS 

アメリカ物理学会 流体力学部

門 第 69回年次会合 

アメリカ 

ポートランド 

平成 28 年

11月 
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氏 名 所属機関・職名 会議名 開催地 時 期 

皿上 順英 

大阪大学大学院 

工学研究科 

環境・エネルギー工学専

攻 

The 17th International 

Congress on Neutron Capture 

Therapy 

第 17回国際中性子捕捉療法

学会学術大会 

アメリカ 

コロンビア 

平成 28 年

10月 

小林 美菜 

大阪大学  

工学研究科 

環境エネルギー工学専攻 

ICRS-13＆RPSD-2016 

第 13回放射線遮蔽国際会議・

第 19回米国原子力学会放射

線防護遮蔽部会会合 

フランス 

パリ 

平成 28 年

10月 

平谷 萌恵 

東京農工大学大学院 

工学府 

生命工学専攻 

修士１年 

The 20th International 

Conference on Miniaturized 

Systems for Chemistry and Life 

Sciences 

化学と生命科学のための微小

システムに関する国際カンファ

レンス 

アイルランド 

ダブリン 

平成 28 年

10月 

紀本 夏実 

徳島大学 

大学院保健科学教育部 

保健学専攻 

SPIE Medical Imaging 

国際光学学会 医用画像分野 

アメリカ 

オーランド 

平成 29 年

2月 

熊本 康昭 

京都府立医科大学大学院 

医学研究科 

細胞分子機能病理学 

助教 

SPIE Photonics West 

国際光工学会フォトニクスウエ

スト 

アメリカ 

サンフランシスコ 

平成 29 年

1月 

藤本 和也 

京都大学大学院 

工学研究科 

マイクロエンジニアリング

専攻 

特定研究員 

The 30th IEEE International 

Conference on Micro Electro 

Mechanical Systems (MEMS 

2017) 

第 30 回 MEMS 国際会議 

アメリカ 

ラスベガス 

平成 29 年

1月 

岡谷 泰佑 

東京大学大学院 

情報理工学系研究科 

知能機械情報学専攻 

修士 2年 

The 30th IEEE International 

Conference on Micro Electro 

Mechanical Systems (MEMS 

2017) 

第 30 回 MEMS 国際会議 

アメリカ 

ラスベガス 

平成 29 年

1月 

松田 信彦 

東京大学大学院 

情報理工学系研究科 

知能機械情報学専攻 

修士 2年 

The 30th IEEE International 

Conference on Micro Electro 

Mechanical Systems (MEMS 

2017) 

第 30 回 MEMS 国際会議 

アメリカ 

ラスベガス 

平成 29 年

1月 

佐藤 龍 

慶応義塾大学 

理工学研究科 

総合デザイン工学専攻 

The 30th IEEE International 

Conference on Micro Electro 

Mechanical Systems (MEMS 

2017) 

第 30 回 MEMS 国際会議 

アメリカ 

ラスベガス 

平成 29 年

1月 
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氏 名 所属機関・職名 会議名 開催地 時 期 

海保 実則 

東京大学 

生産技術研究所 

竹内昌治研究室 

The 30th IEEE International 

Conference on Micro Electro 

Mechanical Systems (MEMS 

2017) 

第 30 回 MEMS 国際会議 

アメリカ 

ラスベガス 

平成 29 年

1月 

松本 昌泰 

岩手医科大学大学院 

医学研究科 

外科系専攻（脳神経外科

学） 

28th Symposium on Cerebral 

Blood Flow Metabolism and 

Function（B 

erlin Brain 2017） 

第 28回国際脳循環代謝学会

学術大会 

ドイツ 

ベルリン 

平成 29 年

3月 

及川 公樹 

岩手医科大学大学院 

医学研究科 

脳神経外科学講座 

28th Symposium on Cerebral 

Blood Flow Metabolism and 

Function 

第 28回国際脳循環代謝学会 

ドイツ 

ベルリン 

平成 29 年

3月 

永井 智大 

公立はこだて未来大学 

システム情報科学部 

情報アーキテクチャ学科 

Computer Assisted Radiology 

and Surgery 2017 

カーズ 2017 

スペイン 

バルセロナ 

 

平成 29 年

6月 

南波 孝昌 

岩手医科大学 

医学部  

脳神経外科学講座  

助教 

25th Annual Meeting of  

International Society for 

Magnetic Resonance in 

Medicine 

第 25回国際磁気共鳴医学会

学術大会 

アメリカ 

ホノルル 

平成 29 年

4月 

岡本 浩明 

山口大学大学院 

創成科学研究科 

工学系学域  

准教授 

14th European Conference on 

Liquid Crystals 

第 14回 液晶に関する欧州会

議 

ロシア 

モスクワ 

平成 29 年

6月 

野村 秀成 

大阪大学 

工学研究科 

環境・エネルギー工学専

攻 

博士前期課程 1年 

65th ASMS Conference on 

Mass Spectrometry and Allied 

Topics 

アメリカ質量分析会議 

アメリカ 

インディアナポリス 

平成 29 年

6月 

木村 公一 

大阪大学大学院 

工学研究科 

環境・エネルギー工学専

攻 

65th ASMS Conference on Mass 

Spectrometry and Allied Topics 

アメリカ質量分析会議 

アメリカ 

インディアナポリス 

平成 29 年

6月 

鶴本 侑万 

大阪大学大学院 

工学研究科 

環境エネルギー工学専攻 

65th ASMS Conference on Mass 

Spectrometry and Allied Topics 

アメリカ質量分析会議 

アメリカ 

インディアナポリス 

平成 29 年

6月 
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氏 名 所属機関・職名 会議名 開催地 時 期 

芹田 和則 

大阪大学 

レーザーエネルギー学研

究センター 

テラヘルツフォトニクス研

究部門 

特任研究員 

Conference on Lasers and 

Electro-Optics 2017 

(CLEO2017) ; THz Mansion 

Meeting 

クレオ 2017；テラヘルツマンショ

ンミーティング 

アメリカ 

サンノゼ 

ニューポート 

平成 29 年

5月 

 

平成 29年度技術交流（派遣）助成対象 

氏 名 所属機関・職名 会議名 開催地 時 期 

安 琪 

東京大学 

工学系研究科 

精密工学専攻 

助教 

米国電気電子学会第 15回リハ

ビリテーションロボティクス国際

会議 

15th IEEE International 

Conference on Rehabilitation 

Robotics (ICORR 2017) 

イギリス 

ロンドン 

平成 29年

7月 

北田 敦 

京都大学 

工学研究科 

材料工学専攻 

助教 

電気化学 2017 

Electrochemistry 2017 

ドイツ 

ベルリン 

平成 29年

7月 

金 英寛 

東京大学大学院 

博士課程医学系研究科 

外科学専攻整形外科学 

第５回スイス－日本・バイオメカ

ニクス・ワークショップ 

5th Switzerland-Japan 

Workshop on Biomechanics 

SJB2017 

スイス 

ツェルマット 

平成 29年 

9月 

熊本 康昭 

京都府立医科大学 

大学院医学研究科 

細胞分子機能病理学 

助教 

国際光工学会オプティクス＋フ

ォトニクス 

SPIE Optics + Photonics 

アメリカ 

サンディエゴ 

平成 29年

8月 

香川 璃奈 

東京大学大学院 

医学系研究科 

社会医学専攻 

第 16回国際医療情報学会 

The 16th World Congress on 

Medical and Health Informatics 

中国 

杭州 

平成 29年

8月 

西村 啓吾 

東京大学大学院 

生産技術研究所 

竹内昌治研究室 

化学と生命科学のための微小

システムに関する国際会議 

The 21st International 

Conference on Miniaturized 

Systems for Chemistry and Life 

Sciences (MicroTAS 2017) 

アメリカ 

サバンナ 

平成 29年

10月 

井上 渚紗 

慶應義塾大学 

理工学研究科総合デザイ

ン工学専攻 

尾上研究室 

第 21回 MicroTAS国際会議 

The 21st International 

Conference on Miniaturized 

Systems for Chemistry and Life 

Science 

アメリカ 

サバンナ 

平成 29年

10月 

中川 直 

理化学研究所 

脳科学総合研究センター  

 局所神経回路研究チーム 

北米神経科学学会 2017 

Neuroscience 2017 

アメリカ 

ワシントン 

平成 29 年

11月 
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氏 名 所属機関・職名 会議名 開催地 時 期 

梨本 裕司 

京都大学 

工学研究科 

マイクロエンジニアリング

専攻 

特定助教 

バイオメディカルエンジニアリン

グ学会２０１７ 

Biomedical Engineering Society 

(BMES) 2017 

アメリカ 

フェニックス 

平成 29 年

10月 

田中 陽 

理化学研究所 

生命システム研究センタ

ー 

集積バイオデバイス研究

ユニット 

ユニットリーダー 

化学と生命科学のための微小

化システムに関する国際会議 

The 21st International 

Conference on Miniaturized 

Systems for Chemistry and Life 

Sciences (MicroTAS 2017) 

アメリカ 

サバンナ 

平成 29 年

10月 

磯村 拓哉 

理化学研究所 

脳科学総合研究センター 

神経適応理論研究チーム 

北米神経科学学会年会 

Neuroscience 2017 

アメリカ 

ワシントン 

平成 29 年

11月 

秋山 佳丈 

国立大学法人 信州大学 

繊維学部 

機械・ロボット学科 

准教授 

第 21回化学とライフサイエンス

のための微小システムに関する

国際会議 

The 21st International 

Conference on Miniaturized 

Systems for Chemistry and Life 

Sciences (MicroTAS 2017) 

アメリカ 

サバンナ 

平成 29 年

10月 

Liyanaarachchi 

Madhushanka 

Rukshani 

東京大学大学院 

工学系研究科 

バイオエンジニアリング専

攻 

医用精密工学研究室 

2017年 IEEE核科学シンポジウ

ムおよび医用画像会議（NSS / 

MIC） 

2017 IEEE Nuclear Science 

Symposium and Medical Imaging 

Conference (NSS/MIC) 

アメリカ 

アトランタ 

平成 29 年

10月 

大平 雅子 

滋賀大学 

教育学部 

保健体育講座 

准教授 

世界睡眠会議 2017 

World Sleep 2017 

チェコ共和国 

プラハ 

平成 29 年

10月 

伊沢 友佑 

慶應義塾大学 

理工学研究科 

総合デザイン工学専攻 

第 31 回 MEMS 国際会議 

The 31st IEEE International 

Conference on Micro Electro 

Mechanical Systems (MEMS 

2018) 

イギリス 

ベルファスト 

平成 30 年

1月 

大田 能士 

慶應義塾大学 

理工学研究科 

総合デザイン工学専攻マ

ルチディシプリナリ科学専

修機械系 

第 31回 MEMS国際会議 2018 

The 31st IEEE International 

Conference on Micro Electro 

Mechanical Systems" 

イギリス 

ベルファスト 

平成 30 年

1月 
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氏 名 所属機関・職名 会議名 開催地 時 期 

黄山 澄昊 

東京大学大学院 

情報理工系研究科 

知能機械情報学専攻 下

山・高畑研究室 

第 31回微小機械電機システム

の国際会議 

The 31th IEEE International 

Conference on Micro Electro 

Mechanical Systems 

(MEMS2018) 

イギリス 

ベルファスト 

平成 30 年

1月 

谷井 嶺太 

東京大学大学院 

情報理工学系研究科 

知能機械情報学専攻 

第 31回微小機械電機システム

の国際会議 

The 31st IEEE International 

Conference on Micro Electro 

Mechanical Systems 

イギリス 

ベルファスト 

平成 30 年

1月 

池田 裕真 

慶應義塾大学 

大学院 

理工学研究科 

総合デザイン工学専攻 

第 20回生物発光化学発光国

際シンポジウム（生物・化学発

光技術開発に関する国際会

議） 

20th International Symposium 

on Bioluminescence & 

Chemiluminescence 

フランス 

ナント 

平成 30年 

5月 

野村 順一 

岩手医科大学 

医学部 

脳神経外科 

国際磁気共鳴医学会 

Joint Annual Meeting 

ISMRM-ESMRMB 2018 

フランス 

パリ 

平成 30年 

6月 

太田 亘俊 

理化学研究所 

生命システム研究センタ

ー 

集積バイオデバイス研究

ユニット 

第３３回国際サイトメトリー振興

学会 

33rd Congress of the 

International Society for 

Advancement of Cytometry 

(CYTO 2018) 

チェコ共和国 

プラハ 

平成 30年 

4月 

前田 祐佳 

筑波大学 

システム情報系 

知能機能工学域 

助教 

2018 World Congress on 

Medical Physics and Biomedical 

Engineering IUPESM 2018 

チェコ共和国 

プラハ 

平成 30年 

6月 

澁谷 孝行 

金沢大学 

医薬保健研究域保健学系 

量子医薬技術学講座 

助教 

第 12回世界核医学会国際会

議 

12Th WORLD CONGRESS OF 

THE WORLD FEDERATION 

OF NUCLEAR MEDICINE 

AND BIOLOGY (WFNMB) 

オーストラリア 

メルボルン 

平成 30年 

4月 

細井 千尋 

東京農工大学 

大学院 工学府 

生命工学専攻 

バイオセンサーズ 2018 

Biosensors 2018 

アメリカ 

マイアミ 

平成 30年 

6月 

藤淵 俊王 

九州大学 

大学院医学研究院 

保健学部門 

准教授 

第 5回アジアオセアニア放射線

防護会議 

5th Asian and Oceanic IRPA 

Regional Congress on Radiation 

Protection 

オーストラリア 

メルボルン 

平成 30年 

5月 
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畑田 実香 

東京農工大学 

大学院 工学府 

生命工学専攻 

バイオセンサーズ 2018 

Biosensors 2018 

アメリカ 

マイアミ 

平成 30年 

6月 

畔堂 一樹 

有限会社セレンディップ研

究所 

大阪大学大学院 工学研

究科 

応用物理学専攻 

スプリングサイエックス 2017 

Spring SciX 2018 

イギリス 

スコットランド 

グラスゴー 

平成 30年 

4月 

 

平成 30年度技術交流（派遣）助成対象 

氏 名 所属機関・職名 会議名 開催地 時 期 

大西 章也 

千葉大学 

フロンティア医工学センタ

ー 

特任研究員 

第 40回国際 ME学会議 

The 40th Annual International 

Conference of the IEEE 

Engineering in Medicine and 

Biology Society (EMBC'18) 

アメリカ 

ホノルル 

平成 30年 

7月 

布江田 友理 

姫路獨協大学 

医療保健学部 臨床工学

科  

助教 

第 40回 IEEE医用生体工学国

際会議 

The 40th International 

Conference of the IEEE 

Engineering in Medicine and 

Biology Society 

アメリカ  

ホノルル 

平成 30年 

7月 

朝比奈 昂洋 

東京大学 

工学系研究科 

精密工学専攻 

欧州神経科学会総会 

FENS Forum of Neuroscience 

Berlin Germany July 2018  

ドイツ 

ベルリン 

平成 30年 

7月 

桑波田 晃弘 

東京大学 

工学系研究科 

電気系工学専攻 

特任助教 

BIOMAG2018 (第 21回 国際

生体磁気学会） 

BIOMAG2018 (THE 21st 

INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON 

BIOMAGNETISM) 

アメリカ  

フィラデルフィア 

平成 30年 

8月 

小木曾 聡 

京都大学 

医学部医学研究科 

肝胆膵移植外科 

助教 

第 13回 国際肝胆膵学会 

13th IHPBA World Congress 

スイス 

ジュネーブ 

平成 30年 

9月 

中山 智仁 

筑波大学大学院 

数理物質科学研究科 

電子・物理工学専攻 

第 21回国際超高速科学学術

講演会 

XXI International Conference 

on Ultrafast Phenomena 

ドイツ 

ハンブルグ 

平成 30年 

7月 

五反田 真秀 

慶應義塾大学大学院  

理工学研究科 

マルチディシプリナリ科学

専修総合デザイン工学専

攻 

第 40回 IEEE医療・バイオ工学

国際学会 

The 40th International 

Conference of the IEEE 

Engineering in Medicine and 

Biology Society (EMBC 2018) 

アメリカ 

ホノルル 

平成 30年 

7月 

村松 大陸 

東京理科大学 

理工学部 

電気電子情報工学科 

助教 

第 40回国際 ME学会議 

The 40th International 

Conference of the IEEE 

Engineering in Medicine and 

Biology Society (EMBC'18) 

アメリカ 

ホノルル 

平成 30年 

7月 
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氏 名 所属機関・職名 会議名 開催地 時 期 

田中 亮平 

京都大学 

大学院工学研究科 

材料工学専攻 

助教 

14 回放射線物理国際シンポジ

ウム 

14th International Symposium 

on Radiation Physics 

コルドバ 

アルゼンチン 

平成 30 年 

10 月 

平岡 隆也 

慶應義塾大学 

大学院理工学研究科 

総合デザイン工学  

マテリアルデザイン科学 

フローアナリシス 

Flow Analysis XIV 

バンコク 

タイ 

平成 30 年 

11 月 

横溝 晃世 

東京大学 

情報理工学系研究科 

知能機械情報学専攻 

化学と生命科学のための微小

システムに関する国際会議 

The Twenty Second 

International Conference on 

Miniaturized Systems for 

Chemistry and  

高雄 

台湾 

平成 30 年 

11 月 

紀本 夏実 

金沢大学 

大学院医薬保健学総合研

究科 

保健学専攻 

米国電気電子学会 原子核科

学＆医用画像会議 

2018 IEEE Nuclear Science 

Symposium and Medical Imaging 

Conference 

シドニー 

オーストラリア  

平成 30 年 

11 月 

齋藤 拓也 

駒澤大学大学院 

医療健康科学研究科 

診療放射線学専攻 

第 18 回アジア・オセアニア医学

物理学会学術大会 

The 18th Asia-Oceania 

Congress of Medical Physics 

クアラルンプール 

マレーシア 

平成 30 年 

11 月 

吉野 将生 

東北大学 

金属材料研究所 

吉川研究室 

2018 IEEE Nuclear Science 

Symposium and Medical Imaging 

Conference 

シドニー 

オーストラリア 

平成 30 年 

11 月 

後藤 聡汰 

金沢大学 

大学院 医薬保健学総合

研究科 

保健学専攻 

アジア・オセアニア圏放射線医

学物理学会 

Asia-Oceania Congress of 

Medical Physics (AOCMP) 

クアラルンプール 

マレーシア 

平成 30 年 

11 月 

大谷 健太郎 

国立循環器病研究センタ

ー 

研究所 再生医療部 

上級研究員 

2018 年米国心臓学会議 

American Heart Association 

Scientific Sessions 2018 

シカゴ 

アメリカ 

平成 30 年 

11 月 

清水 啓佑 

東京農工大学 

工学府 

生命工学専攻 

マイクロタス 2018 

International Conference on 

Miniaturized Systems for 

Chemistry and Life Sciences 

(microTAS 2018) 

高雄 

台湾 

平成 30 年 

11 月 

内田 拓也 

慶應義塾大学 

理工学研究科 

総合デザイン工学専攻マ

ルチディシプリナリ・デザイ

ン科学専修 

マイクロタス 2018 

The Twenty Second 

International Conference on 

Miniaturized Systems for 

Chemistry and Life Sciences 

(μTAS 2018) 

高雄 

台湾 

平成 30 年 

11 月 

洪 振益 

奈良先端科学技術大学院

大学 

工学部 

化学と生命科学のための小型

化システムに関する国際会議

（μTAS2018） 

International Conference on 

Miniaturized Systems for 

Chemistry and Life Sciences 

(μTAS 2018) 

高雄 

台湾 

平成 30 年 

11 月 
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氏 名 所属機関・職名 会議名 開催地 時 期 

小池 由貴 

東京理科大学 

工学研究科 

電気工学専攻 

第 10回国際信号処理システム

会議 

The 10th International 

Conference on Signal 

Processing Systems  

シンガポール 
平成 30年 

11月 

小山 千莉 

東北大学 

ラジオアイソトープセンタ

ー 

サイクロトロン核医学講座 

第 31回 欧州核医学会学術総会 

the 31st Annual EANM 

Congress" 

デュッセルドルフ 

ドイツ 

平成 30年 

10月 

碓村 将志 

千葉大学 

大学院融合理工学府 

医工学コース 

医学画像における国際会議（ア

ジア） 

IWAIT-IFMIA 2019 

シンガポール 
平成 31年 

1月 

田中 良 

東京大学 

工学系研究科 

バイオエンジニアリング専

攻 

2019 ジョイント MMM インター

マグ 

2019 Joint MMM-Intermag 

Conference 

ワシントン DC 
平成 31年 

1月 

久保 梨夏子 

東京農工大学 

大学院工学府 

生命工学専攻 

国際アルツハイマー・パーキン

ソン病学会 

The 14th International 

Conference on Alzheimer's & 

Parkinson's Diseases 

ポルトガル 

リスボン 

平成 31年 

3月 

板井 駿 

慶應義塾大学 

大学院 

理工学研究科 

総合デザイン工学専攻 

MEMS国際会議 2019 

MEMS 2019（The 32nd  

International  Conference  on  

Micro  Electro  Mechanical  

Systems 2019) 

韓国 

ソウル 

平成 31年 

1月 

下条 裕 

大阪大学 

工学部 環境・エネルギー

工学科 

バイオフォトニクスコングレス 

The Biophotonics Congress: 

Optics in the Life Sciences" 

ツーソン、アリゾナ 

アメリカ 

平成 31年 

4月 

今宿 晋 

東北大学 

金属材料研究所 

准教授 

国際分光学会 

XLI Colloquium 

Spectroscopicum Internationale 

(CSLXLI)" 

メキシコシティ 
令和元年 

6月 

関根 鉄朗 

日本医科大学付属病院 

医学部 放射線科 

講師 

国際磁気共鳴学会会議 

International Society of 

Magnetic Resonance in 

Medicine meeting 

モントリオール 
令和元年 

5月 

 

 

令和元年度技術交流（派遣）助成対象 

氏 名 所属機関・職名 会議名 開催地 時 期 

佐藤 香織 

早稲田大学 

大学院先進理工学研究

科 

博士 1年 

第 71回米国臨床化学会 

71st AACC Annual Scientific 

Meeting & Clinical Lab Expo 

アメリカ 

アナハイム 

令和元年 

8月 

伊藤 陽介 

京都大学 

大学院工学研究科 

助教 

第 41回 IEEE医用生体工学国

際会議 

The 41st International 

Engineering in Medicine and 

Biology Conference 

(EMBC2019) 

ドイツ  

ベルリン 

令和元年 

7月 
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氏 名 所属機関・職名 会議名 開催地 時 期 

津山 慶之 

東京大学 

工学系研究科 

博士後期課程 2年 

第 20回光音響・光熱現象に関

する国際会議 

20th International Conference 

on Photoacoustic and 

Photothermal Phenomena 

ロシア 

モスクワ 

令和元年 

7月 

安田 充 

関西学院大学 

理工学部 

研究特別任期制助教 

第 10回先端振動分光国際会

議 

10th International Conference 

on Advanced Vibrational 

Spectroscopy (ICAVS-10) 

ニュージーランド  

オークランド 

令和元年 

7月 

王 孟云 

東北大学 

工学部研究科 

博士後期課程 3年生 

12th International Workshop on 

Engineering of Functional 

Interfaces (EiFI 2019) 

ベルギー 
令和元年 

7月 

熊本 康昭 

京都府立医科大学 

大学院医学研究科 

助教 

国際光工学会オプティクス＋フ

ォトニクス 

SPIE Optics + Photonics 

アメリカ 

サンディエゴ 

令和元年 

8月 

村松 大陸 

東京理科大学 

理工学部 

助教 

第 41回国際 ME学会議 

The 41st International 

Conference of the IEEE 

Engineering in Medicine and 

Biology Society (EMBC 2019) 

ドイツ  

ベルリン 

令和元年 

7月 

桑波田晃弘 

東京大学 

工学系研究科 

特任助教 

第 41回，国際電気学会，生体

医工学会 

41st Annual International 

Conference of the IEEE 

Engineering in Medicine and 

Biology Society (EMBC'19) 

ドイツ  

ベルリン 

令和元年 

7月 

高林健人 

岡山県立大学 

情報工学部 

助教 

第 41回生体医工学国際会議 

41st International Engineering 

in Medicine and Biology 

Conference (EMBC 2019) 

ドイツ  

ベルリン 

令和元年 

7月 

山下 美紗季 

名古屋市立大学 

薬学研究科 

博士課程 1年 

欧州毒性学会 2019 

EUROTOX 2019 
ヘルシンキ 

令和元年 

9月 

松本 辰也 

京都府立医科大学 

大学院医学研究科 

大学院生 

国際光工学会オプティクス＋フ

ォトニクス 

SPIE Optics + Photonics 

アメリカ 

サンディエゴ 

令和元年 

8月 

齋藤 拓也 

駒沢大学大学院 

医療健康科学研究科 

2年 

第 61回米国医学物理学会学

術大会 

The 61st AAPM Annual 

Meeting and Exhibition 

アメリカ 

サンアントニオ 

令和元年 

7月 

伊野 浩介 

東北大学大学院 

工学研究科 

応用化学専攻 

助教 

第 10回 SECM ワークショップ 

最新の進歩と応用 

10th Workshop on SECM  

Recent Advances and 

Applications (SECM10) 

フランス 
令和元年 

9月 

紀本 夏実 

金沢大学 

医薬保健学総合研究科 

保健学専攻 

博士後期糧 2年 

北米放射線学会 2019 

Radiological Society of North 

America 2019 

アメリカ 

シカゴ 

令和元年 

11月 
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氏 名 所属機関・職名 会議名 開催地 時 期 

沼口 友理 

東京農工大学 

工学府 

生命工学専攻 

修士 1年 

マイクロタス 2019 

The 23rd International 

Conference on Miniaturized 

Systems for Chemistry and Life 

Sciences (μTAS 2019) 

スイス 

バーゼル 

令和元年

10月 

淺川 巧 

金沢大学大学院 

医薬保健学総合研究科 

保健学類医療科学領域  

1年 

米国電気電子学会 原子核科

学シンポジウムと医用イメージ

ングに関する国際会議 

IEEE Nuclear Science 

Symposium and Medical 

Imaging Conference 

マンチェスター 
令和元年

10月 

古川 隼 

東京大学 

工学系研究科 

応用化学専攻 

修士 2年 

マイクロタス 2019 

Miniaturized Systems for 

Chemistry and Life Sciences 

(μTAS 2019) 

スイス 

バーゼル 

令和元年

10月 

山本 晃毅 

東京大学 

工学系研究科 

バイオエンジニアリング専

攻 

博士後期課程 3年 

マイクロタス 2019 

The 23rd International 

Conference on Miniaturized 

Systems for Chemistry and Life 

Sciences (μTAS 2019) 

スイス 

バーゼル 

令和元年

10月 

上野 遼平 

京都大学 

工学研究科 

マイクロエンジニアリング

専攻 

特定研究員 

マイクロタス 2019 

microTAS2019 

スイス 

バーゼル 

令和元年

10月 

内田 拓也 

慶應義塾大学 

理工学研究科 

総合デザイン工学専攻マ

ルチディシプリナリ・デザイ

ン科学専修 

修士 2年 

マイクロタス 2019 

The 23rd International 

Conference on  Miniaturized 

Systems for Chemistry and Life 

Sciences (μTAS 2019) 

スイス 

バーゼル 

令和元年

10月 

肖 穎怡 

東京大学 

工学部 

工学系研究科 

博士 2年 

磁気と磁性材料に関するカン

ファレンス 

Annual Conference on 

Magnetism and Magnetic 

Materials (MMM 2019) 

アメリカ 

ラスベガス 

令和元年

11月 

北泉隆裕 

東京大学 

工学系研究科 

電気系工学専攻 

修士 2年 

磁気と磁性材料に関するカン

ファレンス 

Annual Conference on 

Magnetism and Magnetic 

Materials (MMM 2019) 

アメリカ 

ラスベガス 

令和元年

11月 

清水 あずさ 

慶應義塾大学大学院 

理工学研究科 

総合デザイン工学専攻 

修士 2年 

メムス 2020  

The 33rd International 

Conference on Micro Electro 

Mechanical Systems (IEEE 

MEMS 2020)  

カナダ 

バンクーバー 

令和 2年 

1月 
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氏 名 所属機関・職名 会議名 開催地 時 期 

高井 なつみ 

東京農工大学 

工学府 

生命工学専攻 

修士 2年 

第 64回生物物理学会議 

64th Annual Meeting of the 

Biophysical Society (BPS2020) 

アメリカ 

サンディエゴ 

令和 2年 

2月 

小池 康太 

大阪大学大学院 

工学研究科 

精密科学・応用物理学専

攻 

博士後期課程 1年 

国際光工学会 フォトニクスウェ

スト バイオス 

SPIE Photonics West BiOS 

アメリカ  

サンフランシスコ 

令和 2年 

1月 

小林 和樹 

電気通信大学 

大学院情報理工学研究

科 

機械知能システム学専攻 

修士 2年 

第 33回 MEMS国際会議 2020 

The 33rd International 

Conference on Micro Electro 

Mechanical Systems (IEEE 

MEMS 2020) 

カナダ  

バンクーバー 

令和 2年 

1月 

石井 康彬 

東京大学大学院 

情報理工学系研究科 

知能機械情報学専攻 

修士 2年 

第 33回微小電気機械システム

に関する国際会議 

The 33rd International 

Conference on Micro Electro 

Mechanical Systems 

カナダ  

バンクーバー 

令和 2年 

1月 

井原 大祐 

大阪大学大学院 

工学研究科 

環境・エネルギ工学専攻 

博士前期課程 1年 

エスピーアイイー フォトニクス 

ウェスト バイオス 

Spie Photonics West Bios 

サンフランシスコ 
令和 2年 

1月 

土谷 澪 

慶応義塾大学大学院 

理工学研究科 

総合デザイン工学専攻 

マルチディシプリナリ・デ

ザイン科学専修   修士2

年 

国際会議メムス 2020 

The 33rd IEEE International 

Conference on Micro Electro 

Mechanical Systems 

(MEMS2020) 

カナダ  

バンクーバー 

令和 2年 

1月 

髙田 裕司 

京都大学大学院 

工学研究科 

マイクロエンジニアリング

専攻 M1 

メムス ２０２０ 

IEEE MEMS 2020 

カナダ  

バンクーバー 

令和 2年 

1月 

楊 建東 

国立大学法人 京都大学 

工学研究科 

マイクロエンジニアリング

専攻 

2020年材料学会春季会議 

The 2020 Material Research 

Society (MRS) Spring Meeting 

& Exhibit 

アメリカ 

フェニックス 

令和 2年 

4月 

柳原 普 

学校法人 岩手医科大学 

医学部 

医学研究科博士課程 

国際磁気共鳴医学会議 

International Society for 

Magnetic Resonance in 

Medicine Annual Meeting & 

Exhibition  

オーストラリアシドニー 
令和 2年 

4月 

和田 菜摘美 

国立大学法人 熊本大学

大学院 

保健学教育部 

国際コンピュータ支援放射線

医学・外科学会議 2020 

CARS(Computer Assisted 

Radiology and Surgery）2020 

ドイツ 

ミュンヘン 

令和 2年 

6月 
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氏 名 所属機関・職名 会議名 開催地 時 期 

岸本 奈渚子 

国立大学法人 熊本大学

大学院 

保健学教育部 

国際コンピュータ支援放射線

医学・外科学会議 

CARS 2020 Computer Assisted 

Radiology and Surgery 

ドイツ 

ミュンヘン 

令和 2年 

6月 

大藪 啓誉 

国立大学法人 金沢大学

大学院  

医薬保健学総合研究科 

保健学専攻 

第 28回 国際磁気共鳴医学会

議 

ISMRM 28th Annual Meeting & 

Exhibition 

オーストラリア 

シドニー 

令和 2年 

4月 

永田 まどか 

国立大学法人 東京農工

大学 

工学府 

生命工学専攻 

バイオセンサー2020 

Biosensors2020 

韓国 

釜山 

令和 2年 

5月 

平賀 健太郎 

国立大学法人 東京農工

大学大学院 

工学府 

生命工学専攻 

バイオセンサーズ 2020 

Biosensors 2020 - 30th 

Anniversary World Congress 

on Biosensors  

韓国 

釜山 

令和 2年 

5月 

保田 侑哉 

国立大学法人 金沢大学

大学院  

医薬保健学総合研究科 

保健学専攻 

第 28回国際磁気共鳴医学会

学術大会 

ISMRM 28th Annual Meeting & 

Exhibition 

オーストラリア 

シドニー 

令和 2年 

4月 

 

 

 

２．招聘 

昭和 60年度技術交流（招聘）助成対象 

氏 名 所属機関・職名 被招聘者 会議名 開催地 時期 

財団事務局で招聘 
Reinhard Thom 教授（西

独） 

血液電子計測研究会 東京 昭 和 60

年 11月 

 

平成 12年度技術交流（招聘）助成対象 

氏 名 所属機関・職名 被招聘者 会議名 開催地 時期 

神谷  暸 

日本大学本部グロー

バルビジネス研究科 

教授 

Sun I.Kim 教授 他３名

（韓国） 

第 39回日本エム・イー学会

大会日韓合同セッション、

他 

東京 平 成 12

年 5月 

望月 精一 

川崎医療短期大学

臨床工学科 

助教授 

Walter H.Chang教授（台

湾） 

第 39回日本エム・イー学会

大会日韓合同セッション、

他 

東 京 、

神 戸 、

他 

5月 

巽  典之 

大阪市立大学 

医学部臨床検査医

学教室 教授 

13 名（内訳、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 2

名、韓国 5 名、ﾌｨﾘｯﾋﾟﾝ 2

名、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 1 名、ﾀｲ 3

名） 

臨床検査の標準化に関す

る第２回アジア会議 

神戸 10月 

 

平成 13年度技術交流（招聘）助成対象 

氏 名 所属機関・職名 被招聘者 会議名 開催地 時期 

戸川 達男 東京医科歯科大学 Piotr Foltynsky バイオ 発汗計測ワークショップ、第 東京 平成 13
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生体材料研究所 

教授 

サイバネティクス医用生

体工学研究所高等研究

員（ポーランド） 

９回日本発汗学会総会、他 年 7～9

月 

齋藤 正男 

東京電機大学 

工学部 

教授 

王明時 天津大学ＭＥ研

究所所長 他１名（中国） 

第 15回日本エム・イー学会

秋季大会、ＴＤＵ日中ＭＥ

学術交流懇談会、他 

東京 11～12

月 

 

平成 14年度技術交流（招聘）助成対象 

氏 名 所属機関・職名 被招聘者 会議名 開催地 時期 

前川 真人 
浜松医科大学医学

部 教授 

Steven Shoei-Lung Li

教授（台湾） 

国際酵素学会浜松会議 浜松 平成 14

年 10月 

浅野 茂隆 

東京大学医科学研

究所 教授 

Suthat Fucharoen 教授

（タイ）他、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 1

名、中国 5名、韓国 4名、

台湾 5名 

アジア血液連合第１回総会

及びシンポジウム 

神戸 平成 15

年 3月 

 

平成 16年度技術交流（招聘）助成対象 

氏 名 所属機関・職名 被招聘者 会議名 開催地 時期 

山越 憲一 

金沢大学大学院自

然科学研究科  

教授 

Niilo Saranummi 教授

( ﾌ ｨ ﾝ ﾗ ﾝ ﾄ ﾞ ) 、 Haldun 

Karagoz 博士(ﾄﾙｺ) 

第 43回 

日本エム・イー学会 

金沢 平成 16

年 5月 

 

平成 18年度技術交流（招聘）助成対象 

氏 名 所属機関・職名 被招聘者 会議名 開催地 時期 

熊谷 俊一 

神戸大学大学院医

学系研究科生体情

報医学講座臨床病

態免疫学分野教授 

Dr.Hardjoeno(Indonesi

a)他、Indonesia4 名、

Korea2 名 、 Mongolia5

名、Taiwan3名 

第 9回 

アジア臨床病理学会 

神戸 

 

平成 18

年 10月 

 

平成 20年度技術交流（招聘）助成対象 

氏 名 所属機関・職名 被招聘者 会議名 開催地 時期 

浅野 茂隆 

早稲田大学理工学

術院先端システム医

生物工学研究室 

教授 

Willem Fibbe欧州血液連

合会長(ｵﾗﾝﾀﾞ)他、ﾄﾞｲﾂ 1

名、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 1 名、ﾀｲ 1

名、韓国 2名 

第 5回 

アジア血液学連合総会 

神戸 平成 21

年 2月 

 

平成 21年度技術交流（招聘）助成対象 

氏 名 所属機関・職名 被招聘者 会議名 開催地 時期 

福井 康裕 

東京電機大学理工

学部 電子情報工学

科 教授 

Rita Paradiso Ph.D. 

R&D Manager, 

Smartex  

第 48回 

日本生体医工学会 

東京 平成 21年

4月 

倉智 嘉久 

大阪大学大学院 

医学系研究科  

分子・細胞薬理学講

座 教授 

Denis Noble PhD 第 36回 

国際生理学会世界大会 

京都 平成 21年

7月～8月 
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平成 22年度技術交流（招聘）助成対象 

氏 名 所属機関・職名 被招聘者 会議名 開催地 時期 

土肥 健純 

東京大学大学院 

情報理工学系研究

科  

教授 

Niilo Saranummi Ph.D 

Oivind Lorentsen 

M.Sc 

Robert M.Nerem Ph.D 

第 50 回日本生体医工学会

大会 

東京 平成 23年

4月～5月 

 

平成 24年度技術交流（招聘）助成対象 

氏 名 所属機関・職名 被招聘者 会議名 開催地 時 期 

高橋 伯夫 

関西医科大学 

臨床検査医学講座 

教授 

[ﾏﾚｰｼｱ] 

Aziz Baba 

[ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ] 

Tien Sim Leng 

[台湾] 

唐 季祿 

第 12回ｱｼﾞｱ臨床病理・臨

床検査学会 

京都 平成 24

年 11月

～12月 

 

平成 25年度技術交流（招聘）助成対象 

氏 名 所属機関・職名 被招聘者 会議名 開催地 時 期 

尾崎 由基男 

山梨大学医学部 臨

床検査医学講座  

教授 

[ﾈﾊﾟｰﾙ] 

Nirmal Baral 

[中国] 

Wei Cui 

第 9回チェリーブロッサムシ

ンポジウム 2014 

横浜 平成 26

年 4月 

 

平成 26年度技術交流（招聘）助成対象 

氏 名 所属機関・職名 被招聘者 会議名 開催地 時 期 

岩田 彰 

名古屋工業大学大

学院工学研究科 

教授 

[韓国] 

Minho Lee  

Jong Hyo Kim 

 [中国] 

David Zhang 

第 54回日本生体医工学会

大会 

名古屋 平成 27

年 5月 

 

平成 27年度技術交流（招聘）助成対象 

氏 名 所属機関・職名 被招聘者 会議名 開催地 時 期 

木竜 徹 

新潟大学大学院 

自然科学研究科 

教授 

Roberto Merletti 

トリノ工科大学電子工学

科 教授 

① 第 16回日本電気生理

運動学会大会 

② 生体計測の標準化 

名古屋 

 

東京 

平成 27

年 7月 

高田 則雄 

慶應義塾大学医学

部 

精神・神経科学教室

特任講師 

Lee, Jin Hyung 

スタンフォード大学医学

部助教授 

第 38回日本神経科学大会 神戸 平成 27

年 7月 

望月 精一 

川崎医療福祉大学 

医療技術学部 

臨床工学科学科長 

教授 

Ms. Maria Siebes 

Associate Professor, 

University Amsterdam 

第 10回国際微小循環学会 京都 平成 27

年 9月 

上原 弦 
金沢工業大学 

先端電子技術応用

①Prof. Ovid Tzeng, 

Academia Sinica and 

台湾中央研究所・台湾中央

大学・金沢工業大学 合同

金沢工

業大学 

平成 27

年 10月 
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研究所所長  

教授 

National Yang Ming 

University 

脳磁計応用研究会 

同上 同上 

②Dr. Denise Hsien Wu, 

National Central 

University, Taiwan 

同上 同上 

平成 27

年 10月 

木村 和子 

金沢大学 

医薬保健研究域 

薬学系 教授 

①Mom Bun Heng, 

Minister, Ministry of 

Health, Royal 

Government of Cambodia 

第 30回日本国際保健医療

学会学術大会 

金沢大学 平成 27

年 11月 

同上 同上 

②Patrick Lukulay, 

Vice President,  

Global Health Impact 

Programs (GHIP) 

同上 同上 

平成 27

年 11月 

安藤 正海 

東京理科大学 

総合研究院 

教授 

①黎剛(LI Gang)  

中国科学院高能物理研

究所・放射光施設 副教

授 

第 10回アジア放射光生物

学・医学画像 

研究会 

山形 平成 28

年 2月 

同上 同上 

②金鐘基(KIM Jong-Ki) 

大邱カソリック大學校 

医学部医学科教授 

同上 同上 

平成 28

年 2月 

同上 

同上 ③銭相勲(JHEON 

Sanghoon)  

ソウル国立大学医学部 

主任教授 

同上 同上 平成 28

年 2月 

村上 旬平 

大阪大学歯学部 

付属病院 

障害者歯科治療部 

助教 

第 1回トゥレット症候群 

治療推進学会 

学術総会 

Dr. Anthony B. Sims 

Maryland Center for 

Craniofacial TMJ and Dental 

Sleep Disorders 

大阪大学 平成 28

年 5月 

 

平成 28年度技術交流（招聘）助成対象 

氏 名 所属機関・職名 被招聘者 会議名 開催地 時 期 

山本 義春 

東京大学大学院 

教育学研究科 

総合教育科学専攻 

教授 

Thomas Penzel 

Charité Universitä 

tsmedizin Berlin 

教授 

8th International Workshop 

on Biosignal Interpretation 

(BSI2016) 

大阪市 

（大阪国

際 交 流

セ ン タ

ー） 

平成 28

年 11月 

同上 同上 

Patrice Abry 

Ecole Normale 

Supérieure de Lyon 

教授 

同上 同上 同上 

同上 同上 

Fabio Babiloni 

University of Rome 

Sapienza 

教授 

同上 同上 同上 
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相澤 健一 

自治医科大学 

医学部 薬理学講座 

臨床薬理学部門 

准教授 

鈴木亨 

レスター大学医学部 

循環器内科 

教授 

2016 年度 AMED 成果報告

会「疾患克服への挑戦 ライ

フサイエンスの現状と未来

への展望」他 

東京都 

（よみうり

大手町

ホール） 

平成 29

年 2月 

狩野 方伸 

東京大学大学院 

医学研究科 

神経生理学分野 

教授 

Mark Hubener 

Max Planck Institute of 

Neurobiology 

第 40 回日本神経科学大会 千葉 

（幕張メ

ッセ） 

平成 29

年 7月 

同上 
同上 Zhigang He 

Harvard Medical School 
同上 同上 同上 

藤田 克昌 

大阪大学大学院 

工学研究科 

精密科学・応用物理

学専攻 

准教授 

Karen Faulds 

The University of 

Strathclyde Glasgow 

日本分光学会 

年次講演会・ 国際シンポ

ジウム 2017 

東京都 

早稲田

大学 

平成 29

年 5月 

同上 同上 

Duncan Graham 

The University of 

Strathclyde Glasgow 

同上 同上 同上 

同上 同上 
Wei Min 

Columbia University 
同上 同上 同上 

 

 

平成 29年度技術交流（招聘）助成対象 

氏 名 所属機関・職名 被招聘者 会議名 開催地 時 期 

林 拓也 

理化学研究所 

ライフサイエンス技術

基盤研究センター 

機能構築イメージン

グチーム 

Matthew F Glasser 

ABiS international 

symposium “MRI and cohort 

studies: Development of 

Imaging Science in Human 

Biology 

東京 
平成 29

年 9月 

井上 康志 

大阪大学 

大学院生命機能研

究科 

生命機能専攻 

教授 

Prof. Colin J.R. 

Sheppard 

International Nanophotonics 

Symposium (INP-2017) 

静岡県 

伊東 

平成 29

年 8月 

同上 同上 Prof. Min Gu 同上 同上 同上 

小林 直樹 

埼玉医科大学 

保健医療学部 

医用生体工学科 

教授 

Prof. Richard H.Y. SO 

OS: Image safety and 

ubiquitous interface based 

on integrated sensory 

perception 

名古屋 
平成 29

年 10月 

金丸 和典 

東京大学大学院 

医学系研究科 

細胞分子薬理学 

助教 

Robert E. Campbell 

第 20回カルシウム結合蛋

白質とカルシウム機構の生

理と病態に関する国際シン

ポジウム 

兵庫県 

淡路島 

平成 29

年 10月 
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氏 名 所属機関・職名 被招聘者 会議名 開催地 時 期 

安樂 真樹 

東京大学 

医学部附属病院 

呼吸器外科 

特任准教授 

Keith E cook 日本生体医工学会 札幌 
平成 30

年 6月 

佐藤 正晃 

理化学研究所 

脳科学総合研究セン

ター精神生物学研究

チーム 

Chris Xu 

第 41回日本神経科学大会

シンポジウム「最先端光イメ

ージングによる深部脳観察

へのアプローチ」 

神戸 
平成 30

年 7月 

同上 同上 Na Ji 同上 同上 同上 

菊池 章 

大阪大学 

大学院医学系研究

科 

分子病態生化学 

教授 

Edwin Munro 
第 91回 

日本生化学会大会 
京都 

平成 30

年 9月 

諏訪部 章 

岩手医科大学 

医学部 臨床検査医

学講座 

教授 

Dr. Patricia M Jones 
第 11回チェリーブロッサム

シンポジウム 
盛岡 

平成 30

年 4月 

青木 一郎 

名古屋大学 

大学院理学研究科 

ニューロサイエンス研

究センター 

麻生 能功 

第 41回日本神経科学大会 

若手企画シンポジウム「シン

プルな神経回路から解き明

かす情報処理の基本原理

～複雑な脳への応用に向

けて」 

神戸 
平成 30

年 9月 

森松 賢順 

岡山大学 

大学院医歯薬学総

合研究科 

システム生理学 

助教 

Alexander R Dunn 
第 56回 日本生物物理学

会年会 
岡山 

平成 30

年 9月 

 

平成 30年度技術交流（招聘）助成対象 

氏 名 所属機関・職名 被招聘者 会議名 開催地 時 期 

中澤 直高 

京都大学 

高等研究院 

物質-細胞統合シス

テム拠点 

特定教授 

Pere Roca-Cusachs 第 56回日本生物物理学会 岡山 
平成 30

年 9月 

喜多村 和郎 
山梨大学医学部 

教授 
Christian Hansel 

第９回アジア・オセアニア生

理学大会 
神戸 

平成 31

年 3月 

同上 同上 田中（山本）敬子 同上 同上 同上 

永井 良三 
自治医科大学 

医学部 学長 
Goutham Narla 

The 6th International 

Conference on Biology and 

Pathobiology of KLF/Sp 

Transcription Factors 

京都 
平成 30

年 10月 
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氏 名 所属機関・職名 被招聘者 会議名 開催地 時 期 

久下 裕司 
北海道大学 

大学院医理工学院 

教授 
Kyung-Han Lee 

日本分子イメージング学会

第 14回学会総会・学術集

会 

北海道 
令和 1

年 5月 

苗村 潔 

東京工科大学 

医療保健学部 

臨床工学科 

准教授 

Guang-Zhong Yang 
第 58回日本生体医工学会

大会 
沖縄 

令和 1

年 6月 

同上 同上 
Nien-Tsu Huang 

同上 同上 
同上 

田中 求 

京都大学 

高等研究院 

特任教授 

Joachim O. Raedler 

第 1回・医工計測国際ウィン

タースクール「Kyoto Winter 

School: Quantifying 

Dynamics of Life」 

京都 
平成 31

年 3月 

同上 同上 
Atul N. Parikh 

同上 同上 
同上 

同上 同上 
Jan Gerrit Korvink 

同上 同上 
同上 

高田 則雄 

慶應義塾大学 

医学部 

精神・神経科学教室 

特任講師 

Joanes Grandjean 

Neuro2019 (第 42回日本神

経科学大会・第 62回日本

神経化学会大会) 

新潟 
令和 1

年 7月 

青木 淳賢 

東北大学 

大学院薬学研究科

薬学部 分子細胞生

化学分野 

教授 

Jonathan G. Heddle 第 92回日本生化学会大会 横浜 
令和 1

年 9月 

那波 宏之 

新潟大学脳研究所 

分子神経生物学分野  

教授 
Stephen M. Strittmatter NEURO2019 新潟 

令和 1

年 7月 

花川 隆 

国立精神・神経医療研

究センター 

脳病態統合イメージン

グセンター 

先進脳画像研究部 

部長 

Peter Bandettini 
第三回ヒト脳機能イメージン

グ研究会 
東京 

令和 1

年 9月 

田中 伸哉 

北海道大学 

大学院医学研究院 

腫瘍病理学教室 

教授 

Beatrice Knudsen 
第 38回札幌国際がんシン

ポジウム 
北海道 

令和元

年 7月 

同上 同上 
Bruce Mayer 

同上 同上 
同上 

同上 同上 
Anindya Dutta 

同上 同上 
同上 
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令和元年度技術交流（招聘）助成対象 

氏 名 所属機関・職名 被招聘者 会議名 時 期 

中山晋介 

名古屋大学 

医学部 

准教授 

Jan Huizinga 第６１回日本平滑筋学会総会 令和元年 8月 

池袋一典 

東京農工大学 

大学院工学研究院 

教授" 

DanZhou Yang ISNAC 2019 令和元年 10月 

同上 同上 Valerie Gabeli 同上 同上 

同上 同上 Cynthia J. Burrows 同上 同上 

川内 敬子 

甲南大学 

フロンティアサイエン

ス学部 

准教授 

Haguy Wolfenson 第 42回日本分子生物学会 令和元年 12月 

同上 同上 Hu Xian Edna 同上 同上 

西村 裕之 

桐蔭横浜大学医用

工学部 

教授 

Claudio l Zanelli Toin International Symposium 

on Biomedical Engineering 2019 

令和元年 11月 

同上 同上 Fun-Jen Kao 同上 同上 

同上 同上 Damdindorj Boldbaatar 同上 同上 

林 拓也 

理化学研究所 

生命機能科学研究

センター 

脳コネクトミクスイメー

ジング研究チーム 

チームリーダー 

 

David Van Essen 
BDRシンポジウム 

令和 2年 3月 

渡部 浩司 

東北大学 

サイクロトロン・ラジオ

アイソトープセンター 

放射線管理研究部 

教授 

Lydia Maigne 

医療用画像処理、線量測定お

よび放射線治療のための

GATE トレーニングコース 

令和 2年 2月 

同上 同上 David Jan Boersma 
同上 同上 

保川 清 

京都大学 

大学院農学研究科 

食品生物科学専攻 

教授 

Ioanis Katakis 
日本農芸化学会 2020年度福

岡大会 
令和 2年 3月 

竹内俊文 

神戸大学 

大学院工学研究科 

応用化学専攻 

教授 

Borje Sellergren 

The 11th International 

Conference on Molecular 

Imprinting (MIP2020) 

令和 2年 6月 
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氏 名 所属機関・職名 被招聘者 会議名 時 期 

同上 同上 Zhen Liu 同上 同上 

相澤健一 

自治医科大学 

医学部 

薬理学講座臨床薬

理学部門 

准教授 

鈴木亨 
第 84回日本循環器学会学術

集会（JCS2020） 
令和 2年 3月 

渡邊航平 

中京大学 

国際教養学部 

体育系列 

准教授 

Alberto Botter 

23th International Society of 

Electrophysiology and 

Kinesiology 

令和 2年 7月 

野々村恵子 

大学共同利用機関

法人 自然科学研究

機構 

基礎生物学研究所 

初期発生研究部門 

助教 

橋本秀彦 
第 58回 日本生物物理学会年

会 
令和 2年 9月 

竹村浩昌 

国立研究開発法人  

情報通信研究機構 

脳情報通信融合研

究センター 

脳機能解析研究室 

Rainer Goebel 第４回ヒト脳イメージング研究会 令和 2年 9月 

北澤 茂 

大阪大学大学院 

生命機能研究科 

教授 

Bosiljka Tasic 第 43回日本神経科学大会 令和 2年 7月 

石川 太郎 

東京慈恵会医科大

学 

医学部 

医学科薬理学講座 

講師                                                                                                                                                                                                                                       

Daniela Popa 第 43回日本神経科学大会 令和 2年 7月 

坂本 雅行 

東京大学 

大学院医学系研究

科 

脳神経医学専攻神

経生化学分野 

助教 

Luis Carrillo-Reid 

第 43回日本神経科学大会若

手企画シンポジウム「革新的光

技術で読み解く行動の神経基

盤」 

令和 2年 7月 

川田 善正 

静岡大学 

工学部 

機械工学科 

教授 

Eric Tyrod 
日本分光学会年次講演会 国

際シンポジウム 
令和 2年 5月 
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３．海外研修 

平成 26年度技術交流（海外研修）助成対象 

氏 名 所属機関・職名 研究内容 研修先 時 期 

渡辺 梢 

大阪大学大学院 

工学研究科 精密科学・応

用物理学専攻  

応用物理学コース 

超解像ラマン顕微鏡の開発 
ドイツ 

ライブニッツフォトニク

ステクノロジー研究所 

平成 27年

4月 

寺本 高啓 

立命館大学理工学部 

電気電子工学科 

助教 

2次元振電分光法の開発 アメリカ 

University of California 

Berkeley 

平成 27年

7月 

三輪 秀樹 

群馬大学大学院 

医学系研究科  

遺伝発達行動学 

助教 

GABA作動性ニューロンの睡眠

振動波発生との関連性 

アメリカ 

Harvard Medical 

School VA Boston 

Healthcare System 

平成 28年

4月 

大黒 達也 

東京大学大学院 

医学系研究科内科学専攻 

臨床病態検査医学分野 

客員研究員 

反復経頭蓋磁気刺激法と脳機

能イメージング計測技術を用い

た、ヒトの感覚運動制御機能の

神経生理学的評価法の開発 

イギリス 

Experimental 

Psychology, University 

of Oxford 

平成 28年

4月 

李 鎭煕 

東京農工大学大学院 

工学府 生命工学専攻 

 

DNAマイクロアレイ技術及び酵

素融合ジンクフィンガー蛋白質

を用いた、多数の標的二本鎖

DNAの同時検出 

フランス 

Universite Lyon 1 

-Claude Bernard 

平成 28年

4月 

磯村 拓哉 

東京大学大学院 

新領域創成科学研究科 

人間環境学専攻 

 

人の無意識的推論を再現する

機械学習モデルの構築と精神

医学への応用 

イギリス 

Wellcome Trust Centre 

for Neuroimaging, 

University College 

London 

平成 28年

4月 

 

平成 28年度技術交流（海外研修）助成対象 

氏 名 所属機関・職名 研究内容 研修先 時 期 

宇治 彰人 

京都大学大学院 

医学研究科 

感覚運動系外科学 

眼科学 

助教 

高解像度３次元血流 

イメージング法の開発 

アメリカ 

Doheny Eye Institute 

University of California 

Los Angeles 

カリフォルニア大学 

ドヘニー眼研究所 

平成 28 年

4月 
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氏 名 所属機関・職名 研究内容 研修先 時 期 

榎本 詢子 

横浜国立大学大学院 

工学府 

福田研究室 

大学院生 

細胞培養マイクロデバイスに非

侵襲的な光酵素センサを組み

込み、連続的に細胞呼吸活性

を on chipモニタリングする。さら

に、マイクロ流路内での流体シ

ミュレーションを取り入れ、細胞

評価において重要となる均一

な細胞導入を実現できるマイク

ロデバイスを設計する。 

イタリア 

Laboratory of 

Biological Structure 

Mechanics, 

Department of 

Structural Engineering, 

Politecnico di Milano, 

Milan, Italy 

ミラノ工科大学  

電子・情報・生物工学

部 

平成 28 年

6月 

牧功 一郎 

京都大学 

再生医科学研究所 

バイオメカニクス研究室 

博士後期課程 3回生 

マイクロ力学計測によるプライ

マリーシリアの流れ刺激感知メ

カニズムの解明 

アメリカ 

Department of 

Biomedical 

Engineering, Columbia 

University 

コロンビア大学 

生体医工学科 

平成 28 年

8月 

釘宮 章光 

広島市立大学 

情報科学研究科 

医用情報科学専攻 

准教授 

アミノ酸の新規計測法の開発 

アメリカ 

Department of 

Electrical & Computer 

Engineering, The 

University of Florida 

フロリダ大学 

電子・コンピューター

学科 

平成 28 年

6月 

齊藤 亮平 

電気通信大学大学院 

情報理工学研究科 

基盤理工学専攻  

牧研究室 

博士後期課程 1年 

生体内標識材料の開発 

アメリカ 

University of California 

Berkeley 

カリフォルニア州立大

学  

バークレー校 

平成 28年

10月 

奥知 左智 

京都大学 

医学部附属病院 

放射線診断科 

医員 

GlucoCEST法による脳腫瘍、

脳変性疾患の診断・治療に資

する画像指標の研究 

イギリス 

University College 

London 

ユニヴァーシティ・カレ

ッジ・ロンドン 

平成 29 年

1月 

杉本 至健 

山口大学 

医学系研究科 

脳神経外科 

助教 

広汎性脱分極（CSD） 発生時

の DC 脳波の記録手法および

Laser speckle flowmetry を用

いた脳表の血流計測の手法の

研修 

アメリカ 

Department of 

Neurology and 

Radiology 

Neurovascular 

Research Laboratory 

ハーバード大学、マサ

チューセッツ総合病院 

平成 29 年

4月 
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平成 29年度技術交流（海外研修）助成対象 

氏 名 所属機関・職名 研究内容 研修先 時 期 

奥村 晋也 

京都大学 

医学研究科 

肝胆膵・移植外科 

腹腔鏡下肝切除手術における

シミュレーション技術の開発と

有用性の検討 

ピエール・マリーキュリ

ー大学（パリ第 6大

学）, ピティエ・サルペ

トリエール病院 

平成 29年

8月  

庄司 観 

東京農工大学 

大学院工学研究院 

生命工学専攻 

Bio-SICM 技術を応用した単一

細胞分析マイクロ流路デバイス

に関する研究 

シンシナティ大学 
平成 29年

12月 

藪中 俊介 

京都大学 

工学部 

福井謙一記念研究センター 

in vitro の細胞組織を記述する

連続体モデリングー背側閉鎖

(dorsal closure)を例にして 

キュリー研究所 
平成 30年 

1月 

吉田 篤司 

理化学研究所 

ライフサイエンス技術基盤

研究センター 

機能構築イメージングチー

ム 

精神疾患MRI画像診断法の確

立に向けた覚醒マカクサル実

験用の MRI受信コイルの開発 

ルーヴェン大学 
平成 30年 

2月 

横山 ちひろ 

理化学研究所 

ライフサイエンス技術基盤

研究センター 

機能構築イメージングチー

ム 

社会行動の多様性の進化を支

える脳機能 

エジンバラ大学  

心理学教室 

平成 30年

4月 

陳 碩 

理化学研究所 

脳科学総合研究センター 

神経回路・行動生理学研究

チーム 

複数脳領域における大規模 2

光子解析法の開発 

ハワード・ヒューズ医学

研究所 ジャネリア・フ

ァーム研究キャンパス 

平成 30年

4月 

石川 雅浩 

埼玉医科大学 

保健医療学部 

医用生体工学科 

ハイパースペクトル HE染色病

理画像からのデジタル EVG染

色の実現 

イリノイ工科大学 
平成 30年 

4月 

 

平成 30年度技術交流（海外研修）助成対象 

氏 名 所属機関・職名 研究内容 研修先 時 期 

土屋 文香 
ドイツ Bonn大学 

MSc Neuroscience 
TMS と EEGの言語機能評価 

ノッティンガム大学 

The University of 

Nottingham 

令和元年 

5月 

 

 

令和元年度技術交流（海外研修）助成対象 

氏 名 所属機関・職名 研究内容 研修先 時 期 

大黒 達也 

国立行政機関  

Max Planck Institute for 

Human Cognitive and Brain 

Sciences 

Department of 

Neuropsychology 

研究員 

脳波とコンピュータモデリングの

統合的手法による言語機能計

測法の開発：発達性ディスレク

シアの機能改善に向けたアプ

ローチを目指して 

ケンブリッジ大学 
University of 
Cambridge 

令和元年

10月 
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氏 名 所属機関・職名 研究内容 研修先 時 期 

佐柳潤一 

大阪大学大学院 

医学系研究科 

博士後期課程 4年 

神経リアルタイム in vivo imaging

法による神経形態計測技術の

研修 

ワシントン大学 

セントルイス校  

医学部 

Washington University 

School of Medicinein 

St. Louis 

令和元年

12月 

竹田 信彦 
独立行政法人 ＪＣＨＯ東京

高輪病院 医局 

不随意運動に対する定位脳手

術における画像解析技術によ

る精度向上の研究 

ロンドン大学 

University College of 

London 

令和 2年 4

月 

 

４．海外留学 

平成 26年度技術交流（海外留学）助成対象 

氏 名 所属機関・職名 研究テーマ 留学先機関名 時 期 

永井 萌土 

豊橋技術科学大学大学院 

工学研究科 機械工学系 

助教 

超高速単一細胞機能解析のた

めのオプトフルイディックシステ

ムの開発 

アメリカ 

カリフォルニア大学 

ロサンゼルス校 

平成 27年

9月 

森澤 大祐 

兵庫医科大学医学部 

内科学(冠疾患科) 

助教 

超音波およびシミュレーターを

用いた粒子イメージング速度測

定法による右心室内血液の渦

流形成の流体力学的解析 

アメリカ 

カリフォルニア大学 

アーバイン校 

工学部 

平成 27年

9月 

中川 大地 

東京大学大学院 

医学系研究科 

脳神経外科学 

・生体内の動脈瘤内塞栓後の

コイルの正確な計測技術の確

立 

・コンピュータグラフィックスを用

いた高精細なコイルの 3次元

モデルの作成他 

アメリカ 

アイオワ大学 

脳神経外科 

平成 28年

8月 

 

平成 28年度技術交流（海外留学）助成対象 

氏 名 所属機関・職名 研究テーマ 留学先機関名 時 期 

飛田哲朗 

名古屋大学 

医学系研究科整形外科 

医員 

加齢性筋量減少症(サルコペニ

ア)診断の為の超音波法を用い

た簡便かつ無侵襲の筋量測定

法の開発 

アメリカ 

San Diego Spine 

Foundation 

サンディエゴ脊椎疾患

財団 

平成 29 年

4月 

堀松徹雄 

兵庫医科大学 

循環器内科 

助教 

動脈硬化病変における血流変

化と血管周囲脂肪組織の関連

の解析 

アメリカ 

Medical College of 

Georgea at Augusta 

University 

ジョージア医科大学

（オーガスタ大学） 

平成 28 年

9月 
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氏 名 所属機関・職名 研究テーマ 留学先機関名 時 期 

田崎雅義 

熊本大学大学院 

生命科学研究部 

保健学系構造機能解析学

分野 

助教 

質量分析によるアミロイドーシス

の新規診断技術の開発および

新たなアミロイド原因蛋白質の

同定 

イタリア 

University of Pavia 

パヴィア大学 

平成 29 年

3月 

大浅 翔 

北海道大学大学院 

先端生命科学研究院 

細胞機能科学研究室 

博士研究員 

多点蛍光相関分光法を用いた

細胞膜上 GPCRの空間依存的

な動態と機能の定量解析 

スウェーデン 

Karolinska Institutet 

カロリンスカ研究所 

平成 29 年

7月 

望月研太郎 

東北大学 

加齢医学研究所 

医用細胞資源センター 

助教 

ヒストン修飾クロストークを介し

た、生殖細胞運命を規定する

エピゲノム動態の解明 

カナダ 

The University of 

British Columbia 

ブリティッシュコロンビ

ア大学 

平成 30 年

3月 

上村 圭亮 

大阪大学大学院 

医学系研究科 

運動器医工学治療学  

大学院生 

Dual fluoroscopyを用いた

Femoroacetabular impingement

の解析 

アメリカ 

University of Utah 

Department of 

Orthopaedics 

ユタ大学整形外科 

平成 29 年

4月 

長嶋雅子 

自治医科大学 

医学部 小児科 

助教 

機能的近赤外分光分析法を用

いた小児注意欠如多動症の新

規治療法の確立 

ドイツ 

Department of 

Psychiatry and 

Psychotherapy 

Psychophysiology and 

Optical Imaging 

チュービンゲン大学 

精神科 心理生理学・

光学イメージング部門 

平成 29 年

5月 

 

平成 29年度技術交流（海外留学）助成対象 

氏 名 所属機関・職名 研究テーマ 留学先機関名 時 期 

小林 正和 

金沢大学 

医薬保健研究域附属 健康

増進科学センター 

助教 

個別化内用放射線治療を可能

とするがん治療シミュレーション

予測法とがん治療効果増強法

の開発 

米国国立衛生研究所 
平成 30年

1月  

後藤 昌希 

福岡大学 

医学部 

心臓血管内科学 

①モノアシルグリセロールリパ

ーゼ活性の測定による簡易的

HDL機能評価技術の開発 ②

超音波/ナノバブルと ApoA-I

模倣ペプチドによる新規動脈

硬化治療への簡易的 HDL機

能評価技術の応用 

カリフォルニア大学 

アーバイン校 

平成 29年

10月 
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氏 名 所属機関・職名 研究テーマ 留学先機関名 時 期 

曽山 裕子 

兵庫医科大学 

医学部 内科学 

循環器内科 

助教 

Fusion Imagingを臨床応用する

ためのソフトウエア開発 
ワシントン大学 

平成 29年

9月 

山下 力也 

京都大学大学院 

医学研究科 

放射線医学講座 

機械学習を用いた"Radiomics"

によるマルチオミクス解析：がん

個別化・予測医療の実現にむ

けて 

ニューヨーク 

メモリアルスローンケタ

リングがんセンター 

平成 29年

7月 

重光 幸栄 

順天堂大学 

医学部 

小児科 

心エコー法による、小児がん化

学療法後心機能障害の早期検

出 

アルバータ大学 
平成 30年 

9月 

酒巻 裕介 

京都大学大学院 

理学研究科 

物理学・宇宙物理学専攻 

疾患・発生の普遍原理解明に

向けた疾患・発生関連細胞の

細胞接着強度・細胞接着面の

形状・細胞運動の定量解析 

ハイデルベルク大学 

物理化学研究所 

平成 30年 

10月 

 

平成 30年度技術交流（海外留学）助成対象 

氏 名 所属機関・職名 研究テーマ 留学先機関名 時 期 

石井 大造 
広島大学病院脳神経外科 

医科診療医 

7T-MRIを用いた画像解析によ

る脳動脈瘤の不安定性を予測

する新たな biomarkerの確立 

アイオワ大学 

脳神経外科 

平成 31年

4月 

宮村 聡 

大阪大学医学部 

医学科整形外科 

博士課程 4年 

肘関節における人工関節置換

術後のバイオメカニクス研究 

ハーバード大学 

医学部附属マサチュ

ーセッツ総合病院 

平成 31年

4月 

山下 築 

国立循環器病研究センター 

心臓血管外科部門 

心臓外科 常勤医師 

MRIを用いた異種間葉系幹細

胞移植の治療効果解析 

ロンドン大学クイーンメ

アリー校 バーツアンド

ロンドン医学部 

ウィリアムハーベイ研

究所 

平成 30年

10月 

清水 一秀 

東京医科歯科大学 

医学部附属病院 

脳神経外科 助教 

光力学反応性腫瘍溶解性ウィ

ルスの動態解明による膠芽腫

に対する新規治療法の開発 

マサチューセッツ総合

病院（ハーバード大学

医学部） 

令和 1年

10月 

上野 文彦 

国立病院機構 久里浜医療

センター 

精神科 医員 

Glutamatergic System and 

Response to Clozapine in 

Patients with 

Treatment-Resistant 

Schizophrenia: a Prospective 

1H-MRS Study 

トロント大学附属

CAMH 

平成 31年

4月 

遠藤 浩信 

神戸大学 

大学院医学研究科 

内科学講座 

神経内科学分野 

神経変性疾患の根本治療薬開

発に資する基盤的脳病態評価

システムの開発 

ジョンズホプキンス大

学 

令和 1年 

5月 
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令和元年度技術交流（海外留学）助成対象 

氏 名 所属機関・職名 研究テーマ 留学先機関名 時 期 

松原 鉄平 

九州大学  

医学系学府  

臨床神経生理  

学術研究員  

多モダリティー脳機能計測法を

用いたてんかんコネクトパチー

の可視化  

マサチューセッツ総合

病院  

臨床神経画像部門  

ハーバード大学  

令和元年

9月 

阿部 二郎  

北海道大学  

大学院医学研究院  

小児科学教室  

医員  

Exploring the mechanisms of 

succinate-driven cardiac 

ischaemia- reperfusion injury  

ケンブリッジ大学付属

医学研究所  

ミトコンドリアバイオロジ

ー部門  

令和 2年 4

月 

小嶋 啓介 

日本大学 

医学部 

研究医員 

大動脈の動脈硬化と臓器障害

および抗血栓、抗凝固の有効

性 

McMaster University 

マクマスター大学 

令和 2年 4

月 

宗 正智 

大阪大学 

蛋白質研究所 

助教 

Detection of oligomeric 

intermediates formed in amyloid 

pathway 

University of Leeds 

リーズ大学 

令和 2年 4

月 

 

 

 

５．日本留学 

平成 26年度技術交流（日本留学）助成対象 

氏 名 所属機関・職名 留学者名 国籍 時 期 

吉田 亘 

東京工科大学 

応用生物学部応用生物学

科 助教 

Annika Busch 

アニカ・ブッシュ 

ドイツ 
平成 26年

4月 

宮地 勇人 

東海大学医学部 

基盤診療学系 

教授 

Lkhaasuren Nemekhbaatar 

ラハースレン ネメフバータル 

モンゴル 
平成 26年

8月 

 

平成 28年度技術交流（日本留学）助成対象 

氏 名 所属機関・職名 留学者名 留学先 研究テーマ 時 期 

宮地勇人 

東海大学 

医学部 

基盤診療学系臨床検査学 

教授 

Bayarbat 

Tsevegjav 

東海大学 

医学部 

難治性白血病細

胞における抗が

ん剤耐性の分子

機序の解明と抗

がん剤耐性の評

価法の開発 

平成 28 年

4月 

津川若子 

東京農工大学大学院 

工学府 

生命工学専攻/産業技術専

攻 

准教授 

李 仁榮 

東京農工大学 

大学院 

工学府 

人工膵臓への応

用に向けた自律

型グルコース連

続計測システム

の開発 

平成 29 年

4月 

徐 岩 

宮崎大学医学部 

機能制御学講座物質科学

分野 

教授 

鮑 宏亮 

宮崎大学大学院 

医学獣医学総合研

究科 

19F-NMRによる

ヒトテロメア RNA

細胞内構造の解

明 

平成 29 年

4月 
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平成 29年度技術交流（日本留学）助成対象 

氏 名 所属機関・職名 留学者名 留学先 研究テーマ 時 期 

宮地 勇人 

東海大学 

医学部 基盤診療学系臨

床検査学 

教授 

Natsagdorj 

Munkh-Erdene 

東海大学 

医学部 

白血病細胞におけ

る骨髄ニッシェ・ク

ロストークによる抗

がん剤耐性機序解

明とそれに基づく

治療反応性の評価

法の開発 

平成 30年

4月 

森 武俊 

東京大学 

大学院医学系研究科 

ライフサポート技術開発学

（モルテン）寄付講座 

特任教授 

Kang SooIn 
東京大学 

医学部 

足の圧力センサと

ジャイロスコープを

利用しモーション予

測することで関節

炎患者の下半身の

動きを補助するロ

ボット 

平成 30年

4月 

 

平成 30年度技術交流（日本留学）助成対象 

氏 名 所属機関・職名 留学者名 留学先 研究テーマ 時 期 

松井 啓隆 

熊本大学 

大学院生命科学研究部 

臨床病態解析学分野 

教授 

TUNGALAG 

SARUUL 

熊本大学大学院 

生命科学研究部 

造血器腫瘍の画像

診断システム構築

および薬剤副作用

マーカーの開発 

令和 1年

10月 

 

 

令和元年度技術交流（日本留学）助成対象 

氏 名 所属機関・職名 留学者名 研究テーマ 時 期 

田畑 仁 

東京大学  

工学系研究科  

バイオエンジニアリング

専攻  教授  

サルカー シャミム  

Sarker MD Shamim  

（バングラデシュ）  

 

トンネル型磁気抵抗（TMR）素子と確

率共鳴を用いた室温動作可能 
令和 2年 4月 

宮地 勇人 

東海大学 

医学部基盤診療学系臨

床検査学 

教授 

メンデアマラ 

ラブザナーディー 

Mend-Amar 

Ravzanaadii 

（モンゴル） 

次世代シークエンサーによるがん遺

伝子パネル検査の精度評価法に関

する研究 

令和 2年 2月 

古内 正美 

金沢大学 

理工研究域地球社会基

盤学系 

教授 

ムハッマド アミン 

Muhammad Amin 

（インドネシア） 

Bioaerosol Measuring Technology 令和 2年 4月 
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６．会議等 

昭和 62年度技術交流（会議等）助成対象 

氏 名 所属機関・職名 会議名 開催地 時期 

吉本 千禎 
北海道大学 名誉教授 極東医用生体工学会議国際準備

委員会 

東京 昭和 62年８

月 

 

平成２年度技術交流（会議等）助成対象 

氏 名 所属機関・職名 会議名 開催地 時期 

吉本 千禎 
北海道大学 名誉教授 第１回極東医用生体工学会議 東京 平成２年 

10月 

 

平成 13年度技術交流（会議等）助成対象 

氏 名 所属機関・職名 会議名 開催地 時期 

原   宏 
兵庫医科大学輸血部 

教授 細胞移植部長 

第 43回日本臨床血液学会総会 神戸 平成 13年

11月 

内山 明彦 
早稲田大学理工学部電子情報

通信学科 教授 

第 15 回日本エム・イー学会秋季

大会 

東京 12月 

上野 照剛 
東京大学大学院医学系研究科 

教授 

第６回ＭＥフォーラム 東京 平成 14年１

月 

軽部 征夫 
東京大学先端科学技術研究セ

ンター 教授 

バイオエレクトロニクス及びバイオ

テクノロジーに関する国際会議 

東京 ３月 

 

平成 14年度技術交流（会議等）助成対象 

氏 名 所属機関・職名 会議名 開催地 時期 

土肥 健純 
東京大学大学院情報理工学系

研究科 教授 

第５回医用画像工学及びコンピュ

ータ外科国際会議 

東京 平成 14 年９

月 

前川 真人 
浜松医科大学医学部 

教授 

国際酵素学会浜松会議 浜松 10月 

野瀬 善明 
九州大学大学院医学研究院 教

授 

第 16 回日本エム・イー学会秋季

大会 

神戸 11月 

 

平成 15年度技術交流（会議等）助成対象 

氏 名 所属機関・職名 会議名 開催地 時期 

千原 國宏 

奈良先端科学技術大学院大学

情報科学研究科 

教授 

第 6回日本－ポーランド医用生体

工学シンポジウム 

京都 平成 15 年

10月 

梶谷 文彦 

岡山大学大学院医歯学総合研

究科システム循環生理学 

教授 

岡山国際シンポジウム：循環フィジ

オーム 

岡山 平成 15 年

12月 

 

平成 17年度技術交流（会議等）助成対象 

氏 名 所属機関・職名 会議名 開催地 時期 

辻岡 克彦 
川崎医科大学生理学教室 

教授 

第 6 回アジア太平洋生体医工学

会 

筑波 平成 17年４

月 
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平成 18年度技術交流（会議等）助成対象 

氏 名 所属機関・職名 会議名 開催地 時期 

前川 真人 
浜松医科大学医学部 

臨床検査医学 教授 

第 57回日本電気泳動学会 静岡県 

浜松市 

平成 18 年

10月 

 

平成 19年度技術交流（会議等）助成対象 

氏 名 所属機関・職名 会議名 開催地 時期 

日野田 裕治 
山口大学大学院医学系研究科

臨床検査医学分野 教授 

第 58回日本電気泳動学会 山口県 

宇部市 

平成 19 年

11月 

 

平成 20年度技術交流（会議等）助成対象 

氏 名 所属機関・職名 会議名 開催地 時期 

前川 真人 
浜松医科大学医学部 

臨床検査医学 教授 

第 48 回日本臨床検査化学会年

次学術集会 

静岡県 

浜松市 

平成 20年 

８月 
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調査研究に対する助成状況 
（敬称略・順不同） 

昭和６１年度調査研究助成対象 

氏  名 所属機関・職名 研究題目 研究期間 

戸川 達男 
東京医科歯科大学 医用器材

研究所 教授 

無拘束生体電子計測に関する調査研

究 
昭和 61～63年度 

 

平成２年度調査研究助成対象 

氏  名 所属機関・職名 研究題目 研究期間 

赤澤 堅造 
神戸大学 工学部情報知能工

学科 教授 

生体電子計測技術における可視化・知

能化に関する調査研究 
平成 2～4年度 

 

平成１４年度調査研究助成対象 

氏  名 所属機関・職名 研究題目 研究期間 

松浦 成昭 

大阪大学大学院 医学系研究

科保健学専攻機能診断科学講

座 教授 

再生医療分野における電子計測技術

の利用に関する調査研究 
平成 14～15年度 

 

平成２０年度調査研究助成対象 

氏  名 所属機関・職名 研究題目 研究期間 

野口 眞三郎 
大阪大学大学院医学系研究科 

乳腺内分泌外科 教授 

OSNA 法による乳癌センチネルリン
パ節転移診断の臨床的意義に関する

調査研究 

平成 20～23年度 

 

平成２６年度調査研究助成対象 

氏  名 所属機関・職名 研究題目 研究期間 

八木 直美 
京都大学大学院医学研究科 
神経内科 特定研究員 

非拘束生体データ計測における嚥

下障害の調査研究 
平成 27～28年度 

 

平成２７年度調査研究助成対象 

氏  名 所属機関・職名 研究題目 研究期間 

陳 文西 
会津大学生体情報学講座  
教授 

無意識生体信号計測に関する調査研究 
平成 28～29年度 

和田 英夫 
三重大学大学院医学系研究科 
生命医科学専攻 准教授 

止血系マーカーによる過凝固（前血栓）

状態の検討 
平成 28年度 

相澤 健一  
自治医科大学医学部  
准教授 

冠動脈狭窄症の低侵襲診断法の開発と

臨床応用に関する調査研究 
平成 28年度 

 

平成２８年度調査研究助成対象 

氏  名 所属機関・職名 研究題目 研究期間 

梅澤 和夫 東海大学医学部 
外科学系救命救急医学 講師 

皮膚揮発性物質分析による農薬中毒

の診断法の実用化に向けた検証 平成 29～30年度 

小林 康毅 東京大学大学院医学系研究科 
公衆衛生学分野 教授 

非侵襲的動脈硬化指標 AVI と認知機
能の関連についての研究 平成 29～30年度 
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平成２９年度調査研究助成対象 

氏  名 所属機関・職名 研究題目 研究期間 

多田 昌史 
京都大学大学院 

医学研究科 博士課程後期 

救急外来におけるトロポニンを用いた最

適な心筋梗塞の診断戦略の検討 

平成 30年 
～令和元年度 

一瀬 邦弘 
長崎大学大学院 

医歯薬学総合研究科 講師 

ポリソムノグラフィーを用いたリウマチ性疾

患患者の疼痛と睡眠障害の検討 

平成 30年 
～令和元年度 

 

平成３０年度調査研究助成対象 

氏  名 所属機関・職名 研究題目 研究期間 

森 正樹 大阪大学大学院医学研究科  
教授 

OSNA 法による大腸がんリンパ節転移
診断データ登録システムの構築 令和元年～2年度 

田中 真琴 
東京医科歯科大学 
大学院保健衛生学研究科 
教授 

非侵襲的検体採取法による肛門粘膜か

らの炎症性サイトカインの検出に関す

る調査研究 
令和元年～2年度 

松村 光一郎 関西医科大学 
総合医療センター 助教 

慢性透析患者における血管内溶血の病

態的意義 令和元年～2年度 

浅井 さとみ 東海大学医学部 医師 
ヒト皮膚から放散するアンモニアによ

る「自律神経の乱れ」の評価指標の調

査 
令和元年～2年度 

 

令和元年度調査研究助成対象 

氏  名 所属機関・職名 研究題目 研究期間 

法木 左近 

福井大学 

医学部腫瘍病理学・Aiセンター 

准教授・Aiセンター長 

ホルマリン固定臓器をMRI撮影することの

有用性の調査研究 
令和 2年～3年度 

西本 聡 
兵庫医科大学医学部形成外科 

教授 

日本人の標準頭蓋顔面骨格３次元モデ

ルの作成 
令和 2年～3年度 

三吉 範克 
大阪大学医学部消化器外科 

助教 

脂肪分解酵素溶液を用いたリンパ節情報

に関する大腸がんデータ登録システムの

構築 

令和 2年～3年度 
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科学教育振興に対する助成状況（小中高） 

 
 

平成２６年度科学教育振興助成対象 

個別助成 

学校名 
都道 
府県 

実務担当者 
(職名) 

テーマ 

北海道湧別高等学校 北海道 
上田浩人 
（教諭） 

高等学校において 「知識暗記型の理科」 ではなく 
「実感重視型の理科」 を実践する。 

青森県立八戸東高等学校 青森 
辻恒治 
（教諭） 

視聴覚障害を持つ人のための匂いによる誘導・判断装

置の開発 ～香りをどのように届けるか～ 

青森県藤崎町立明徳中学

校 
青森 

神田昌彦 
（教頭） 

実験を通じて環境の価値に気づかせ自然再生活動の

意義を理解させる活動 

青森県立弘前南高等学校 青森 
高木和彦 
（教諭） 

「弘前南サイエンスセミナー」（南陵サイエンスセミナー

II） ～弘前大学理工学部／農学生命科学部での実
験・実習～ 

岩手県立伊保内高等学校 岩手 
村上弘 
（副校長） 

科学フェス 2014 

岩手県立福岡高等学校 岩手 
戸田公夫 
（教諭） 

興味関心を引き出す授業実践のためのブレッドボード

活用 

岩手県立水沢高等学校 岩手 
城守寛 
（教諭） 

稀少植物ハヤチネウスユキソウの大量増殖に関する研

究 

岩手県立大船渡高等学校 岩手 
山本芳裕 
（教諭） 

アナレンマを撮影する  ～日常に密着した地学教育を
求めて～ 

宮城県築館高等学校 宮城 
米本慶央 
（教諭） 

環境放射線について学ぶ 

宮城県築館高等学校 宮城 
米本慶央 
（教諭） 

超伝導物質の作成 

宮城県柴田農林高等学校 
川崎校 

宮城 
東舘拓也 
（教諭） 

宮城県の自然と人間生活の共存 ～自然林・人工林・被
災地から学ぶ～ 

宮城県古川黎明中学校 宮城 
遠藤拓海 
（教諭） 

宮城県大崎市内における淡水魚の分布調査と環境保

全に関わる地域教材の開発 

宮城県富谷高等学校 宮城 
岡崎金雄 
（教諭） 

気柱共鳴装置による定常波の実験 ～実験により身近
な物理現象の理解を深める 

宮城県岩沼市立岩沼西中

学校 
宮城 

塚口誠 
（教諭） 

科学を楽しむ生徒の育成 ～ミニ天体観察会の実施を
通して～ 

宮城県気仙沼高等学校 宮城 
三嶋廣人 
（教諭） 

普通教室における ICTを利用した観察力・表現力の向
上を目指す化学の授業 
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学校名 
都道 
府県 

実務担当者 
(職名) 

テーマ 

秋田県立大曲農業高等学

校 
秋田 

大沼克彦 
（教諭） 

酸性の田沢湖中性化方法の検討について 

山形県立 
米沢興譲館高等学校 

山形 
熊坂克 
（教諭） 

米沢の医学・工学 「サイエンス・ルネサンス」 ～上杉鷹
山公の医学館 『好生堂』 環境を現代の高校生に～ 

山形市立山寺中学校 山形 
山口俊一 
（教諭） 

環境教育・アクモキャンドル 

福島県立福島高等学校 福島 
遠藤直哉 
（教諭） 

好適環境水による魚の遺伝学的・生理学的変化を調査

する 

福島県いわき市立 
小名浜第二中学校 

福島 
木村智子 
（教諭） 

特別支援学校における科学教育の充実 ～楽しく分か
りやすい、感動的な理科授業を目指して～ 

福島県立原町高等学校 福島 
沼内政典 
（教諭） 

緑のカーテンによる気温、紫外線、放射線量の遮蔽効

果 

茨城県立水戸第二高等学

校 
茨城 

沢畠博之 
（教諭） 

閉鎖系ベローゾフ・ジャボチンスキー反応の長時間挙動

の解明 

茨城県立竹園高等学校 茨城 
飯田仁 
（教諭） 

学校内の植物と菌類を使用した進化教材の開発 

茨城県つくばみらい市立 
小絹中学校 

茨城 
田鍋文雄 
（教諭） 

化学変化に関する課題学習解決への ICT機器を活用
した言語活動の導入 

つくば竹園学園つくば市

立 
竹園東中学校 

茨城 
国府田誠一 
（教諭） 

アカマツの毎木調査 

つくば AZUMA学園 
つくば市立吾妻中学校 

茨城 
栗原純一 
（教諭） 

地域の教育力を活かし、表現力思考力を高める科学教

育 ～ICTを活用した課題解決的学びを活かして～ 

栃木県立鹿沼商工高等学

校 
栃木 

稲見敬 
（教諭） 

RaspberryPi を活用したネットワーク実習教材の製作 

栃木県立小山高等学校 栃木 
茂木幹雄 
（教諭） 

火星探査プロジェクトの立案 

群馬県立 
太田工業高等学校 

群馬 
河内康昭 
（教諭） 

クロスフリー型風力発電機の研究（低速から発電して蓄

電するために） 

群馬県立 
太田工業高等学校 

群馬 
宮原雅和 
（教諭） 

ロボット競技における鋼フレームの有効性に関する研究 

群馬県立前橋女子高等学

校 
群馬 

茂木孝浩 
（教諭） 

薄膜干渉分野における AR コーティングの教材化と普
及 

群馬県立 
藤岡工業高等学校 

群馬 
河井崇平 
（教諭） 

藤岡ロボチャレンジ 2014 
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学校名 
都道 
府県 

実務担当者 
(職名) 

テーマ 

樹徳高等学校 群馬 
広井勉 
（教諭） 

理科部における群馬の地元地域に根差した研究による

科学技術関係人材の育成 

長生学園茂原北陵高等学

校 
千葉 

西川洋史 
（教諭） 

魚類特有の寄生虫病の治療を通じた生物分野における

総合的学習 

千葉市立緑が丘中学校 千葉 
伊藤拓也 
（教諭） 

学習意義を実感させる実験と観察 

千葉大学教育学部 
附属中学校 

千葉 
石飛光隆 
（教諭） 

マルチ天体学習モデルの開発 

千葉大学教育学部 
附属中学校 

千葉 
藤澤隆次 
（教諭） 

環境教育における意思決定能力育成プログラムの開発

と実践 

二松學舎大学附属高等学

校 
東京 

外ノ岡和政 
（教諭） 

岩石含有鉱物の組成の違いによる波浸食耐性の差の

考察 -偏光顕微鏡を用いた岩石の判別- 

日本橋女学館中学校・高

等学校 
東京 

成栗里美 
（教諭） 

活動開始！「ロボット創造開発部」 －ロボカップジュニ
ア・ダンスチャレンジへの道－ 

新潟県南魚沼市立 
六日町中学校 

新潟 
村田章知 
（教諭） 

生徒が目的をもって意欲的に観察・実験に取り組むた

めの教材提示の工夫 

福井県立武生東高等学校 福井 
澤崎孝也 
（教諭） 

日野山周辺のタンポポについて ～みかけの外来種タ

ンポポにおける雑種の割合について 

長野県中野西高等学校 長野 
福島伸一 
（教諭） 

最新電子機器を使った高等学校での物理教育の可能

性を探る 

岐阜県立加茂高等学校 岐阜 
河田雅幸 
（教諭） 

国内のアルゼンチンアリの行動学的分類および侵入経

路・スーパーコロニー分化に関する研究 

静岡県立掛川西高等学校 静岡 
小原快章 
（教諭） 

高校生が先生役となる近隣小中学校への科学教育およ

び研究倫理教育の実施 

静岡県立三島北高等学校 静岡 
小林設郎 
（教諭） 

授業としておこなう、生命現象のインターバル撮影を活

用した探究活動 

静岡県立 清水西高等学
校 

静岡 
吉川契子 
（教諭） 

有孔虫化石を用いた地域の古環境の推定 

静岡県立静岡農業高等学

校 
静岡 

櫻井正剛 
（教諭） 

廃棄松葉の利用研究 

静岡県立富岳館高等学校 静岡 
望月基希 
（教諭） 

総合学科高校生の科学的リテラシー向上を目指した農

業教育プログラム 

愛知県立稲沢高等学校 愛知 
長谷川光隆 
（教諭） 

稲沢市地場産野菜「明日葉」の水耕栽培管理技術の確

立と明日葉加工品（洋菓子・和菓子・パン・和食・洋食・

中華等）の地域普及活動 

愛知県立豊田東高等学校 愛知 
櫛田敏宏 
（教頭） 

批判的思考力を育む理科授業の構築 
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学校名 
都道 
府県 

実務担当者 
(職名) 

テーマ 

岐阜県立岐阜高等学校 岐阜 
矢追雄一 
（教諭） 

高校教育における細胞・組織中の物質の分布と局在の

バイオイメージング化 

三重県立桑名西高等学校 三重 
川北康介 
（教諭） 

桑名西高等学校 新教育プロジェクト 『理数系科学へ
の新たな出会い』 

三重県立 
伊勢工業高等学校 

三重 
大西浩行 
（教諭） 

全日本相撲ロボット全国大会上位入賞を目指して 『ブ
ラシレスモータ制御回路の製作・研究』 

滋賀県立高島高等学校 滋賀 
小林泰彦 
（教諭） 

ICT活用による双方向遠隔授業システムの構成と専門
機関との連携による活用 

京都府立桃山高等学校 京都 
阪本和則 
（教諭） 

田辺五郎を特定せよ ～ゲリラ豪雨をもたらす積乱雲の
研究～ 本校第 2学年における課題研究の取組として 

京都府立桃山高等学校 京都 
加藤正宏 
（教諭） 

サリチル酸骨格を有する新規蛍光物質の合成とその応

用 

大阪府立千里高等学校 大阪 
松浦紀之 
（教諭） 

パッシブサンプラーによる大気汚染物質の測定法の教

材化 

大阪府東大阪市立縄手中

学校 
大阪 

飯田広史 
（教諭） 

大阪からはじめる宇宙開発 ～「まいど 2号」をめざして
～ 

学校法人清風学園 
清風高等学校・中学校 

大阪 
池永明史 
（教諭） 

ニッポンバラタナゴの保護活動 

追手門学院大手前中学校 大阪 
福田哲也 
（教諭） 

最先端のロボット教育の推進と 「ロボット」 をテーマにし
た国際交流 

兵庫県立西脇高等学校 兵庫 
川勝和哉 
（教諭） 

本校が立地する兵庫県中部地域の基盤岩の形成史を

明らかにする －兵庫県中部～南部に広く分布する安
山岩と安山岩質凝灰岩に着目して－ 

兵庫県立和田山高等学校 兵庫 
齋藤勝 
（教頭） 

コウノトリと共生する地域づくりに関する研究 

兵庫県立舞子高等学校 兵庫 
穂積正人 
（教諭） 

天文学習における教材開発と天体観測を通じての地域

貢献 

兵庫県立兵庫高等学校 兵庫 
大澤哲 
（教諭） 

大学と連携した自然科学探究活動 

島根県立平田高等学校 島根 
須谷昌之 
（教諭） 

淡水産黄緑藻の P seudostaurastum enorme のクロ
ーン培養 

島根県大田市立大田西中

学校 
島根 

森下博之 
（教諭） 

膨らまそう、アイディア！ 工夫し創造する力を伸ばす

授業実践の工夫 

岡山県倉敷市立北中学校 岡山 
神原優一 
（教諭） 

回路カードで論理的思考力と創造性を育み、特別支援

に配慮した理科授業 
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学校名 
都道 
府県 

実務担当者 
(職名) 

テーマ 

広島県立庄原実業高等学

校 
広島 

黒川元治 
（教諭） 

地域天然物の有効利用方法の探索及び機能性評価に

関する研究 

山口県立周防大島高等学

校 
山口 

有馬和宏 
（教諭） 

地域から自然環境と人間の共存を考え、持続可能な未

来を拓く 「環境コース」 の運営 

福岡県立八女高等学校 福岡 
廣田進一 
（教諭） 

「矢部川水系の自然に関する探究及び保護・啓蒙活

動」のための活動費補助のお願い 

長崎県立佐世保北高等学

校 
長崎 

村山佳之 
（教諭） 

磁石・磁性体に関する基礎研究 

 

プログラム助成 

申請機関名 
都道 
府県 

実務担当者 
(職名) 

共同実施機関 テーマ 

宮城県 
農業高等学校 

宮城 
楯石誠晃 
（教諭） 

千葉大学 プレハブ植物工場プロジェクト 

宮城県 
多賀城高等学校 

宮城 

菅原健久 
(教諭) 
佐藤徳顕 

(教諭) 

宮城教育大学 
理数系科目における探究活動の新た

なあり方を目指して －生徒の活動を
支援する ICT機器の活用＝ 

宮城県 
宮城第一高等学

校 
宮城 

柏葉伸一 
（教諭） 

放射線医学総合研究

所 
コスモス理科実験講座：最先端の放射

線医学を学ぶ 

山形大学 山形 
栗山恭直 
（教授） 

山形県教育庁、 
山形県教育センター 

ESDを基本とした理数系人材教育シ
ステムの構築の研究 ～山形サイエン
スエリート養成プログラムの開発～ 

山形県立 
山形西高等学校 

山形 
佐々木隆行 
（教諭） 

山形大学、東北大学 

大学との共同研究による自然科学研

究者の育成と再生可能エネルギーの

研究開発を通じた応用分野の研究者

の育成 

つくば竹園学園 
つくば市立竹園東

中学校 
茨城 

山口裕司 
（教諭） 

防災科学技術総合研

究所、筑波大学、つく

ば国際大学、ほか 

研究学園都市の地域性を生かした、

生徒の科学的な好奇心を高める科学

教育プログラムの創造 

神奈川大学 
附属中高等学校 

神奈川 
小林道夫 
（教諭） 

日本大学、聖学院中学

校・高等学校、日本女

子大学付属高等学校、

中央大学付属中・高等

学校、神奈川大学付属

中高等学校、はまぎん

こども宇宙科学館 

宇宙エレベーターロボットで宇宙を目

指そう！ 
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申請機関名 
都道 
府県 

実務担当者 
(職名) 

共同実施機関 テーマ 

富山県立 
志貴野高等学校 

富山 
島弘則 
（教諭） 

富山大学、大阪科学技

術センター 

料理の科学と科学マジックを通して、

生徒の興味関心と生活の中で生かせ

る科学リテラシーの育成 

静岡県立 
磐田南高等学校 

静岡 
青島晃 
（教諭） 

産業技術総合研究所、

静岡大学 

静岡県磐田市太田川河口で発見され

た砂礫層は津波堆積物か？－イベント

堆積物の鉱物学的・岩石学的・堆積学

的検討と歴史地震の特定－ 

三重県立 
津西高等学校 

三重 
橋本一哉 
（教頭） 

①三重大学、小学校 
②中学校を追加 

津西サイエンス・パートナーシップ・プ

ログラム（津西 SPP） 

神戸大学篠山フィ

ールド 
ステーション 

兵庫 
布施未恵子 
（特命助教） 

篠山鳳鳴高校、篠山産

業高校、篠山市 

地域密着型生物多様性保全システム

の構築 －環境 DNAを用いた生物相
モニタリング調査－ 

兵庫県立 
神戸高等学校 

兵庫 
繁戸克彦 
（教諭） 

神戸学院大学附属高

校、東灘高校、兵庫高

校、等 

遺伝子を理解する分子生物学実験の

開発、実施と共同実施校での実施によ

る普及活動 

和歌山県立 
桐蔭高等学校 

和歌山 
藤木郁久 
（教諭） 

和歌山大学、紀泉工

房、大阪府立淀川工科

高校、和歌山市立西脇

中学、JAXA、セニオネ
ットワークス、和歌山県

教委 

ロケット、ロボット、マイコンを用いて宇

宙を探求しよう 

福山市教育研究

団体 
理科教育研究会 

広島 
久保木淳士 
（教諭） 

済美中学校、精華中学

校、駅家南中学校、駅

家中学校 

思考力・判断力・表現力を育てる探究

学習教材及び指導事例の開発 

山口県立 
岩国高等学校 

山口 
松根健治 
（校長） 

早稲田大学、広島大

学、山口大学、岩国市

教委、山口県教委、徳

山高校、山口高校、岩

国市ミクロ生物館、JST 

「第二・第三の藤岡市助(ふじおか い

ちすけ)を生み出す科学教育の推進」 
～「なぜ」をキーワードに、持続可能な

未来社会を担う次代の科学者を育てよ

う～ 
 

 

平成２７年度科学教育振興助成対象 
個別助成 

学校名 
都道 
府県 

テーマ 

札幌市立中央中学校 北海道 
中学理科（運動とエネルギー領域）における課題探究型授業

の構築について 

北海道龍谷学園双葉高等学校 北海道 小樽に関する水についての調査・研究 
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学校名 
都道 
府県 

テーマ 

青森県藤崎町立明徳中学校 青森 身近なモノを通してエネルギーについて考えよう 

青森県立名久井農業高等学校 青森 農・工融合教育（プロジェクト学習）の研究 

青森県立五所川原農林高等学校 青森 未活用資源を使った水質浄化の研究 

陸前高田市立第一中学校 岩手 マイクロスケール実験（電気分解・電池）、真空落下実験器 

大船渡市立綾里中学校 岩手 
静電気と電流に関する事物・現象に進んで関わり、それらを

科学的に探究しようとする生徒を育てる。 

仙台市立仙台青陵中等教育学校 宮城 抗原抗体反応のしくみ ～だ液を用いて血液型を調べよう～ 

宮城県東松島高等学校 宮城 
長日・短日条件と花芽形成～教室で開花しないアサガオの

花芽形成実験～ 

山形県立米沢興譲館高等学校 山形 
人力サーマルサイクラーと電気泳動槽の自作でDNA判定実
験を身近なものに 

山形県立米沢興譲館高等学校 山形 
米沢の医学・工学「サイエンス・ルネサンス」 ～上杉鷹山公の
医学館『好生堂』環境を現代の高校生に～ 

福島市立渡利中学校 福島 
津波による塩害からの農地の復興を中学生の科学クラブの視

点からどう取り組むか 

私立茨城高等学校・中学校 茨城 

化学部研究への助成①花粉症の研究（カテキンの定量）②バ

イオエタノールの研究（固定化天然酵母を用いたアルコール

発酵）③燃料電池の研究（水の電気分解装置を用いた教材

の開発）④光触媒の研究（酸化チタンを用いた廃水処理）⑤

n-ペンタノールによる水面の振動実験 

石岡市立八郷中学校 茨城 科学が好きな生徒を育てるための科学部検定の実施 

栃木県日光市立東原中学校 栃木 
実験観察を通した放射線教育 ～これからの社会で生きてい
くために～ 

栃木県立宇都宮中央女子高等学校 栃木 タナゴ亜科魚類を通しての異校種交流 

栃木県立小山高等学校 栃木 惑星探査プロジェクトの立案 

栃木県立宇都宮商業高等学校 栃木 
定時制生徒に興味・関心を持たせる実験や観察の開発によ

る科学的探究心の育成 

和洋国府台女子中学校高等学校 千葉 化石の模型（レプリカ）を作ってみよう 

千葉大学教育学部附属中学校 千葉 
加速度センサーを利用した仮想空間における巨大画像資料

を使った観察 

富山県立富山中部高等学校 富山 
コウジカビ（Aspergillus 属）のセルロース分解条件の解明と
利用 ―酒造りの技術を応用したバイオエタノール生産の可
能性を探る― 

393



学校名 
都道 
府県 

テーマ 

金沢市立工業高等学校 石川 
赤外線を利用した脈拍数計測装置の開発とその実験方法の

工夫 

福井市社中学校 福井 水中微生物の生体観察 

福井市進明中学校 福井 地域が開発した新素材を活用した学習プログラムの作成 

福井県立武生東高等学校 福井 
日野山周辺の在来種タンポポの生態 ～特に夏眠性とニッチ

の関係について～ 

山梨県立巨摩高等学校 山梨 櫛形山の植物標本作製とデジタル化 

長野県長野工業高等学校 長野 
パソコン・タブレット端末用ゲームアプリケーション制作とマイ

コンRaspberryPiを使用した災害用動画中継ラジコンカーの
開発 

岐阜県立加茂高等学校 岐阜 
国内のアルゼンチンアリ分布拡大に対する考察と道しるべフ

ェロモンを用いた防除法についての取り組み 

静岡県立富岳館高等学校 静岡 
総合学科高校生の科学的リテラシーを向上させる地域実践

プログラム 

静岡県立清水西高等学校 静岡 有孔虫化石を用いた地域の古環境の推定 

静岡県立浜松大平台高等学校 静岡 佐鳴湖水質の化学的、生物学的分析 

静岡県立掛川西高等学校 静岡 
Arduino ボードコンピュータを使った、実験装置制作の基礎
講座開催 

静岡県立磐田農業高等学校 静岡 LEDの導入による閉鎖型植物工場での新たな授業展開 

愛知県立稲沢高等学校 愛知 
環境に優しい薬用植物 LED 植物工場化技術の確立と地域

普及活動 

愛知県立惟信高等学校 愛知 植物が未来を拓く 

愛知県立阿久比高等学校 愛知 ICTを活用した生徒の研究発表能力の向上 

三重県立桑名西高等学校 三重 
桑名西高等学校  新教育プロジェクト 『平成 27 年度 理数

系科学への新たな出会い』 

三重県立四日市南高等学校 三重 化学を問題解決型の集団思考で理解することの分析 

三重県立津工業高等学校 三重 ゼロハンカー製作を通した学びの実践と技能の伝承 

草津市立玉川中学校 滋賀 
環境や条件によってプランクトンの数や種類にどのような違い

があるのか 

滋賀県立高島高等学校 滋賀 地域の伝統発酵食品「鮒寿司」を科学する 

龍谷大学付属平安中学校・高等学校 京都 
クラブ活動（ネイチャー部）における小型脊髄動物の透明骨

格標本作製およびその樹脂封入標本化の試み 
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学校名 
都道 
府県 

テーマ 

同志社中学校 京都 
活動を国際的に展開する中で、科学・技術の興味や関心を

育む ～ロボット教材を中心題材として～ 

京都府立南丹高等学校 京都 
探究学習を通した連携授業とその成果の検証 －高校生が
小学生に教えるエネルギー科学実験授業－を通して 

京都府立桃山高等学校 京都 バナナ皮の斑点化とドーパミン重合メカニズムの解明 

神戸大学附属中等教育学校 兵庫 
山陰海岸世界ジオパークを活用したジオパーク教育旅行の

開発 -山陰海岸ジオパーク推進協議会と連携して- 

兵庫県立西脇高等学校 兵庫 
兵庫県全域の基盤岩の形成過程の解明と防災への応用展

開 

兵庫県立兵庫高等学校 兵庫 大学と連携した国内外の自然科学探究活動 

岡山県倉敷市立北中学校 岡山 体験的・視覚的にわかる理科教材の工夫 

岡山県倉敷市立玉島東中学校 岡山 
学ぶ意欲を高める授業の創造 ～思考力・判断力・表現力の
育成～ 

広島県呉市立広南中学校 広島 蚊が０(くう)研究 PROJECT SEASON 2 

広島市立基町高等学校 広島 広島城のお堀の水質に関する研究 

山口県立防府商工高等学校 山口 
従来とは異なる後乗り車椅子の製作 ～後からまたがって乗
ることで乗り降りが一人でできる車椅子の検証～ 

山口県立下関中央工業高等学校 山口 
こども科学教室「こどもおもしろサイエンス」開催による地域貢

献 

山口県立周防大島高等学校 山口 地域の自然に学び、その良さを発信する環境学習 

福岡県立八女高等学校 福岡 
「矢部川水系の自然に関する探究及び保護・啓蒙活動」（継

続）のための活動費補助のお願い 

熊本県立苓明高等学校 熊本 
学び合いが起こる理科教育におけるアクティブ・ラーニング型

授業 

大分県立大分鶴崎高等学校 大分 
高校生物「生態系とその保全」分野におけるフィールドワーク

を活用した学習プログラムの開発と実践 
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プログラム助成 

申請機関名 
都道 
府県 

共同実施機関 テーマ 

岩手大学 岩手 

盛岡市こども科学館、久慈市中央公民

館、滝沢市立柳沢中学校、岩手県立

盛岡第三高等学校、盛岡市中央公民

館、岩手県教育委員会、岩手県企業

局、東北電力株式会社、NPO 法人環

境パートナーシップいわて 

ポスト 3・11型エネルギー科学技術教育の学習
プログラム開発とそれを用いた教育の実践 

茨城県立 
土浦第三 
高等学校 

茨城 

茨城県立水海道第一高等学校、同茎

埼高等学校、日本原子力研究開発機

構、茨城県立水戸特別支援学校、株

式会社高橋製作所、茨城大学、茨城

県立竜ヶ崎南高等学校、同取手松陽

高等学校 

天文を入り口とした科学教育振興 ～スターキ
ャッチコンテスト&車いすの科学者を～ 

埼玉県立 
川越女子 
高等学校 

埼玉 

埼玉県立豊岡高等学校、同飯能高等

学校、同所沢西高等学校、同所沢高

等学校、同蕨高等学校、同越谷北高

等学校、同越谷高等学校、同熊谷西

高等学校、同坂戸西高等学校、海城

中学高等学校、日本獣医生命科学大

学、早稲田大学、NPO 法人埼玉県絶

滅危惧動物種調査団、埼玉県環境科

学国際センター 

『チーム アライグマ』における埼玉県内アライグ
マ生息実態調査ならびに高校生によるシンポ

ジウム開催・県内の他の外来生物（無脊椎動

物）についての研修ならびに調査 

千葉市科学館 千葉 
千葉県立中央博物館、千葉県立市川

工業高等学校、千葉市動物公園、千

葉市立の中学校・高等学校 

ちばっとプロジェクト 「ちば生きもの科学クラブ
2015」を核とする博物館連携企画 

千葉市 
教育委員会 

千葉 
千葉市科学館、千葉市立緑町中学

校、千葉市立花園中学校 
中学校科学部活性化事業における千葉市科

学館ボランティアの参画 

都立両国 
高等学校 

東京 
首都大学東京、埼玉県立熊谷西高等

学校 
ニワトリ胚を用いた発生分野の課題研究型探

求 ～受精卵から個体までの探求～ 

横浜国立大学

教育人間科学

部 
神奈川 

神奈川県立菅高等学校、神奈川県立

横浜南陵高等学校、東京都立葛飾野

高等学校、横浜市立平楽中学校、二

宮町立二宮中学校 

中学生・高校生におけるパフォーマンスを通し

た科学的思考力・表現力の育成とその実践に

よる検証 

能登町 
教育委員会 

石川 

金沢大学、石川県立能登少年自然の

家、のと海洋ふれあいセンター、能登

町立中学校（4 校）、能登町立小学校

（5校） 

能登町海洋教育推進プログラム 

岐阜県立 
大垣養老 
高等学校 

岐阜 

名城大学、岐阜大学、養老町小学校 2
校、同中学校 1 校、関ヶ原町小学校 1
校、同中学校1校、大垣市内の小学校
1校、同中学校 1校 

滝伝説再現実験から次世代の環境資源利用と

保全を考える 
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申請機関名 
都道 
府県 

共同実施機関 テーマ 

岐阜大学 
教育学部 

岐阜 
静岡北中学校・高等学校、愛知県立一

宮高等学校、早稲田大学本庄高等学

院 

中学生の科学的探究能力を向上させる理数コ

ンペティション 

愛知県立 
名古屋盲学校 

愛知 

富山県立富山視覚総合支援学校、石

川県盲学校、静岡県立静岡視覚特別

支援学校、同沼津視覚特別支援学

校、同浜松視覚特別支援学校、愛知

県立岡崎盲学校、岐阜県立岐阜盲学

校、三重県立盲学校、愛知教育大学、

日本福祉大学、岐阜大学、愛知県総

合教育センター 

視覚障害のある児童生徒に対する科学教育プ

ログラム「科学へジャンプ・イン・名古屋」の実施 

京都府立 
桃山高等学校 

京都 京都工芸繊維大学、京都教育大学 
『京伏”水”学』を核とした研究コミュニティーの

形成 

一般財団法人 
大阪科学技術

センター 
大阪 

大阪市立聴覚特別支援学校、大阪府

立生野聴覚支援学校、京都府立聾学

校、大阪市立大学医学部附属病院、

大阪市立総合医療センター、大阪府

立堺聴覚支援学校、京都府立盲学

校、奈良県立ろう学校、神戸大学医学

部附属病院、京都大学医学部附属病

院 

特別支援学校（聴覚・視覚）及び病院院内学級

等における特別出前科学教室 

加古川市立 
氷丘中学校 

兵庫 

加古川市立別府中学校、同中部中学

校、同平岡南中学校、同加古川中学

校、加古川市教育委員会、神戸親和

女子大学、四天王寺大学、かがく教育

研究所 

マイクロスケール実験を活用し、生徒が「気づ

き、考え、議論する」授業の研究 

 
 

平成２８年度科学教育振興助成対象 
個別助成 

学校名 
実務担当者 

（職名） 

都道 

府県 
申請題目 

北海道有朋高等学校 
西出雅成 

（教諭） 
北海道 イネ科植物を使ったファイトレメディエーションの研究 

北海道稚内高等学校 
磯 清志 

（教諭） 
北海道 都市環境を考えさせる野外生態実習教材の開発 

北海道湧別高等学校 
上田浩人 

（教諭） 
北海道 地域に根ざしたバイオマス発電の構想 
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学校名 
実務担当者 

（職名） 

都道 

府県 
申請題目 

北海道釧路江南高等学校 
佐藤革馬 

（教諭） 
北海道 

簡易ＵＳＢクリッカーを用いた高校理科の双方向型授

業方法の研究 

宮城県古川黎明中学校 
齋藤弘一郎 

（教諭） 
宮城県 

現有の理科教育設備で観察・実験を効果的に行うた

めの実践研究 

宮城県東松島高等学校 
佐々木敦 

（教諭） 
宮城県 

なぜだろう？各教室におけるアサガオの花芽形成及

び成長の違い ～日長及び温度条件，照度条件など

の栽培条件が植物に与える影響～ 

宮城県気仙沼高等学校 
三嶋廣人 

（教諭） 
宮城県 鳴砂を題材にした科学的思考力育成 

山形県立鶴岡南高等学校 
猪口俊二 

（教諭） 
山形県 

山形県水産試験場、山形県立加茂水産高等学校と連

携した「鶴南ゼミＳＳ探究（鮮度測定）」 

山形県立鶴岡南高等学校 
笹木覚 

（教諭） 
山形県 統計学で高校野球を科学する「セイバーメトリクス」 

福島県南相馬市立石神 

中学校 

稲葉真二 

（教諭） 
福島県 

「観察、実験の結果を分析して解釈する力を育てる学

習活動の工夫」 

つくば桜並木学園 

つくば市立並木中学校 

市原猛 

（教諭） 
茨城県 

理科におけるアクティブラーニングの実践ーICTの活

用を通してー 

佐野日本大学高等学校 
谷津潤 

（教諭） 
栃木県 プラナリアに対する古典的条件付けの研究と教材化 

栃木県立栃木農業 

高等学校 

嵯峨俊介 

（教諭） 
栃木県 

土のうを利用した農業用ため池のビオトープ化並びに

緊急時用水としての利用 

栃木県立宇都宮中央女子

高等学校 

滝沢宏之 

（教諭） 
栃木県 タナゴ亜科魚類を通しての異校種交流２ 

埼玉県立浦和西高等学校 
坂江隆志 

（教諭） 
埼玉県 

高校物理における分光分野での観察実験・観測用低

分散分光器の開発と応用 
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学校名 
実務担当者 

（職名） 

都道 

府県 
申請題目 

学校法人立教学院 立教

新座中学校・高等学校 

古田 豊 

（教諭） 
埼玉県 

富士山頂の自然に学ぶ教材開発～教員と高校生の

参画型探究学習手法の創発 

千葉市立高浜中学校 
伊藤拓也 

（教諭） 
千葉県 理科好きな生徒を育てる理科室作り 

東京都立八王子盲学校 
丸山裕也 

（教諭） 
東京都 

視覚特別支援学校における物理・化学実験の充実 

～安全な探求的科学実験を目指して～ 

駒場東邦高等学校 
松岡雅忠 

（教諭） 
東京都 拡散の様子を可視化できる化学実験教材の開発 

上越市立板倉中学校 
土屋 泉 

（教諭） 
新潟県 進化学習に生かすトンボ類の視覚と生態の進化 

岐阜県立岐山高等学校 
鹿野知幸 

（理数科主任） 
岐阜県 

電析法による色素増感太陽電池負極作製方法の研

究 

星陵中学校・高等学校 
鈴木崇司 

（教諭） 
静岡県 BDFバスで人と資源を循環しよう！プロジェクト 

名城大学附属高等学校 
吉川靖浩 

（教諭） 
愛知県 庄内川における生物調査および図鑑・標本作成 

愛知県立豊野高等学校 
足立敏 

（教頭） 
愛知県 

生徒が実験計画を立てる化学の授業 ～ 論理的思

考力の育成を目指して 

愛知県立名古屋南 

高等学校 

臼井俊哉 

（教諭） 
愛知県 アダンソンハエトリグモ卵を用いた胚発生過程の研究 

三重県立四日市南 

高等学校 

中村陽明 

（教諭） 
三重県 

化学を問題解決型の集団思考で理解することの分析

～リフレクションシートから授業改善点を把握する～ 

守山市立守山北中学校 
中西亮平 

（教諭） 
滋賀県 

校内の生態系学習のプログラム開発  ～ICT機器を

活用した観察および協同学習を目指して～ 
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学校名 
実務担当者 

（職名） 

都道 

府県 
申請題目 

守山市立守山中学校 
髙井あゆみ 

（教諭） 
滋賀県 

ICTを活用した学習環境データの収集と科学的考察

を通じた環境学習への取り組み －校舎改築時の学

校環境を活かした環境学習モデルケースの提案を目

指して－ 

滋賀県立米原高等学校 
森野泰行 

（教諭） 
滋賀県 最終氷期の古環境復元 

龍谷大学付属平安 

中学校・高等学校 

牧野正明 

（進路部長） 
京都府 

クラブ活動（ネイチャー部）における小型動物の透明

骨格標本および様々な樹脂封入標本の作製 

京都府立鴨沂高等学校 
星原庸平 

（教諭） 
京都府 京蝋燭を科学する 

大阪府立桜塚高等学校 
根岩直希 

（教諭） 
大阪府 

定時制高等学校における抗体の有用性と応用面を理

解するための教材開発 

清風中学・高等学校 
池永明史 

（教諭） 
大阪府 

アオコの毒性物質（ミクロシスチン：ＭＣ）の分解細菌

の発見と毒性分解メカニズムの予想 

追手門学院大手前中学校 
福田哲也 

（教頭） 
大阪府 

最先端のロボット教育の推進 ～世代をこえた学びの

構築～ 

大阪府立茨木工科 

高等学校 

清水至中 

（教諭） 
大阪府 

高大連携による宇宙の”ものづくり”と”ひとづくり”の実

践 

大阪府立春日丘高等学校 

定時制の課程 

久好圭治 

（教諭） 
大阪府 

 磁性に関する研究  （反磁性/常磁性物質を対象と

した磁化率測定法の開発，磁場中での化学反応な

ど） 

大阪府立伯太高等学校 
東 照晃 

（首席） 
大阪府 伯太高校みつばちプロジェクト 

神戸大学附属 

中等教育学校 

瀧本家康 

（教諭） 
兵庫県 

高等学校地学基礎と総合的学習を活用した六甲山麓

における山風冷気流をテーマとした探究活動の実施 

兵庫県立三田祥雲館 

高等学校 

谷川智康 

（教諭） 
兵庫県 自作望遠鏡による小惑星測光観測 

兵庫県立篠山東雲 

高等学校 

菊川裕幸 

（教諭） 
兵庫県 

地域資源としての竹有効利用法（再生可能エネルギ

ー、飼料化）の研究 
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学校名 
実務担当者 

（職名） 

都道 

府県 
申請題目 

兵庫県立東灘高等学校 
松本誠司 

（教諭） 
兵庫県 地域連携による神戸層群の化石調査 

兵庫県立姫路工業 

高等学校 

市川宏之 

（教諭） 
兵庫県 セルラーゼ分泌菌の単離培養とセルロースの糖化 

兵庫県立農業高等学校 
南早矢香 

（高等学校教諭） 
兵庫県 光合成細菌を活用したトマト栽培の実証試験 

兵庫県立舞子高等学校 
穂積正人 

（高校教諭） 
兵庫県 天体観測用教材開発と天文教育の普及 

兵庫県立御影高等学校 
大多和光一 

（教諭） 
兵庫県 

脱、電気回路のブラックボックス化。回路カードを用い

た生徒実験の開発。 

奈良県立桜井高等学校 
早川純平 

（教諭） 
奈良県 

フラーレンを使った墨作り～膠を活用したフラーレン

C60の水溶化～ 

奈良県立青翔高等学校 
水本祐之 

（教諭） 
奈良県 

教育と地域振興をつなぐ日本の古典園芸「変化アサ

ガオ」 

岡山県倉敷市立玉島東 

中学校 

山本芳幸 

（教諭） 
岡山県 

アクティブラーニングで学ぶ意欲を高める～発見，追

求，討論，分析，整理を通して～ 

広島県福山市立城北 

中学校 

久保木淳士 

（教諭） 
広島県 

理科授業における探究学習の創造・実践と育てたい

資質能力を設定した単元作りの開発 

学校法人 山口高川学園 

高川学園中学高等学校 

村田満 

（指導教諭） 
山口県 

生徒実験における PCR法の導入と、それによる希少

生物の保護に向けた研究 

愛媛県立今治西高等学校 
中川和倫 

（教諭） 
愛媛県 

生物部を地域のサイエンスコミュニケーターとして育成

する活動 

愛媛県立小松高等学校 
髙橋遼介 

（教諭） 
愛媛県 ダイコンにおけるファイトレメディエーション能力の検証 
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学校名 
実務担当者 

（職名） 

都道 

府県 
申請題目 

福岡県立糸島農業高等学

校 

近藤雅典 

（教諭） 
福岡県 糸島の自然を守りたい！～小さなハエからの警鐘～ 

福岡県立宗像高等学校 
羽生禎伸 

（教諭） 
福岡県 自律型サッカーロボットの製作と研究 

福岡県立福岡高等学校 
跡部弘美 

（教諭） 
福岡県 

生物部による土壌から単離した放線菌の抗生物質の

研究 

小城市立芦刈中学校 
水田昌子 

（教諭） 
佐賀県 

「有明海から学ぼう」~ムツゴロウを活用した発展的学

習の取り組み～ 

鹿児島県立大島北 

高等学校 

樋之口仁 

（教頭） 
鹿児島県 

離島小規模校における ICT機器を用いた気象・宙象

現象への理科課題研究と授業改善の工夫 

    

プログラム助成 

申請 

機関名 

実務担当者 

（職名） 

都道 

府県 
共同実施機関 テーマ 

宮城県仙台

第一高等学

校 

小松原幸弘 

（教諭） 
宮城県 

宮城県気仙沼高等学校 

宮城県古川黎明高等学校 

宮城県石巻好文館高等学校 

宮城県白石高等学校 

福島県立福島高等学校 

石川県立小松高等学校 

秋田県立秋田南高等学校 

宮城県に生息するメダカのルーツを探る 

-高校生による高校生のための分子生物

学特講- 

宮城県仙台

二華高等学

校 

米本慶央 

（教諭） 
宮城県 

東北大学大学院工学研究科 

東北大学大学院情報科学研

究科 

東北大学大学院農学研究科 

東北大学大学院理学研究科 

東北大学大学院法学研究科 

東北工業大学工学部 

宮城教育大学大学院 

株式会社健康予防政策機構 

日本の水問題に関する調査研究 
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申請 

機関名 

実務担当者 

（職名） 

都道 

府県 
共同実施機関 テーマ 

秋田県立大

曲農業高等

学校 

大沼克彦 

（教諭） 
秋田県 

秋田県立大曲農業高等学校 

立命館大学陸水学 

信州大学物質循環学 

秋田大学環境資源学 

電気分解による田沢湖の中性化にともなう

バイオマスと生態系の解明 

秋田大学 

教育文化学

部 

川村教一 

（教授） 
秋田県 

関東学園大学経済学部 

城西大学理学部 

東洋大学経済学部  

秋田大学教育文化学部 

東京学芸大学附属高等学校 

茗渓学園高等学校 

秋田大学教育文化学部 

「フューチャー・アース」世代育成のための

地球科学教育プログラムの開発、実践と

評価 

山形大学 

大学院 教

育実践研究

科 

今村哲史 

（教授） 
山形県 

山形大学地域教育文化学部 

山形市教育委員会総合学習

センター 

科学技術イノベーション人材を育成するた

めの STEM教育プログラムの開発  

山形県立米

沢興譲館高

等学校 

熊坂克 

（教諭） 
山形県 

山形県教育庁高校教育課 

山形県立山形南高等学校 

山形県立鶴岡南高等学校 

小中高大・医を工学と医療で繋ぐサイエン

ス・ネットワーク構築 

福島県立福

島高等学校 

橋爪清成 

（教諭） 
福島県 

福島県立相馬高等学校 

福島県立磐城高等学校 

宮城県古川黎明高等学校 

宮城県仙台第一高等学校 

宮城県仙台第二高等学校 

秋田県立秋田中央高等学校 

山形県立鶴岡南高等学校 

County Upper School 

Hinchley Wood School 

UCL Academy 

Seven Kings High School 

St Mary Redcliffe & Temple 

School   Thomas Hardye 

Academy 

Rikkyo School in England 

日英サイエンスワークショップを通した国

際的な交流 

東京都立戸

山高等学校 

田中義靖 

（指導教諭） 
東京都 

新宿区立富久小学校 

新宿区余丁町小学校 

新宿区小学校理科教育研究

会 

新宿区西早稲田中学校 

新宿区立牛込第三中学校 

生徒の主体的な活動の場としての実験観

察体験における小中高大連携のチームの

編成とカリキュラムの開発 
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申請 

機関名 

実務担当者 

（職名） 

都道 

府県 
共同実施機関 テーマ 

岐阜県立八

百津高等学

校 

貝川友子 

（実習教諭） 
岐阜県 

岐阜大学応用生物科学部 

岐阜県立加茂高等学校 

生態系に悪影響を及ぼすアルゼンチンア

リの防除法 

静岡科学館 
長澤友香 

（館長） 
静岡県 

静岡サイエンスミュージアム研

究会 

静岡市理科同好会 

科学の祭典静岡大会実行委

員会 

静岡市教育委員会 

理科授業のアクティブラーニングを支援す

る教材プログラムの開発と活用 

星陵中学

校・高等学

校 

鈴木崇司 

（教諭） 
静岡県 東北大学農学研究科 次世代型「環(わ)」の文化の提案 

愛知県立稲

沢高等学校 

長谷川光隆 

（教諭） 
愛知県 

愛知文教女子短期大学 生

活文化学科 

愛知県尾張農林水産事務所 

内藤記念くすり博物館  

富山県薬事研究所 

愛知県立佐屋高等学校 

愛知県立安城農林高等学校 

地元特産薬用植物とそれを用いた料理の

研究と普及 

愛知教育大

学 

児玉康一 

（教授） 
愛知県 

富山県立富山視覚総合支援

学校 

石川県立盲学校 

静岡県立静岡視覚特別支援

学校 

静岡県立沼津視覚特別支援

学校 

静岡県立浜松視覚特別支援

学校 

愛知県立名古屋盲学校 

愛知県立岡崎盲学校 

岐阜県立岐阜盲学校 

三重県立盲学校 

愛知県総合教育センター 

日本福祉大学社会福祉学部 

岐阜大学教育学部 

視覚障害のある児童生徒に対する科学教

育プログラム「科学へジャンプ・イン・東海

（仮称）」の企画、実施と評価 

滋賀県立高

島高等学校 

小林泰彦 

（教諭） 
滋賀県 

高島市立今津中学校 

高島市立マキノ中学校 

滋賀県立大学 

滋賀県農政水産部水産課 

源流域と琵琶湖をつなぐ流域環境の探究 

-奥山・里山・里湖- 

404



申請 

機関名 

実務担当者 

（職名） 

都道 

府県 
共同実施機関 テーマ 

同志社中学

校 

沼田和也 

（教頭） 
京都府 

桃山学院中学校  

滋賀大学教育学部附属中学

校   

奈良市立登美が丘中学校 

 アジアを中心とした科学技術キャンプの

実施 

山口県立下

関工科高等

学校 

春日貴江 

（教諭） 
山口県 

山口県立下関中央工業高等

学校 

山口大学大学院・理工学研

究科 

高校生による地域に科学の楽しさを伝え

る活動 

高等教育コ

ンソーシアム

久留米 

越地 尚宏 

（久留米高専

教授（兼）高等

教育コンソー

シアム久留米

小中高連携部

会長） 

福岡県 

久留米大学（含：医学部） 

久留米工業大学 

聖マリア学院大学 

久留米信愛女学院短期大学 

久留米工業高等専門学校 

久留米市 

福岡県立青少年科学館 

【参画／協力依頼予定校･機

関】 

久留米市内及び近郊小中学

高校 

久留米市教育委員会 

久留米市理科教育センター 

福岡県教育委員会 

佐賀県教育委員会 

鳥栖市教育委員会 

小郡市教育委員会 

八女市教育委員会 

久留米市近郊各企業 

くるめ子どもキャンパス －出前授業や講

座とサイエンスイベントで見て･考え･体験

してみよう－ 

熊本高等専

門学校八代

キャンパス 

上土井幸喜 

（教授） 
熊本県 

熊本高専 

熊本高専 

沖縄高専 

鹿児島高専 

都城高専 

有明高専 

大分高専 

佐世保高専 

久留米高専 

北九州高専 

北九州高専 

高専生による「小・中学生向け理科教育

支援」～高専サイエンス支援ネットを利用

したアイデア募集と実施～ 
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申請 

機関名 

実務担当者 

（職名） 

都道 

府県 
共同実施機関 テーマ 

熊本県高等

学校教育研

究会地学部

会 

淀川壮之典 

（教諭） 
熊本県 

天草市立御所浦白亜紀資料

館 

熊本大学大学院自然科学研

究科 

熊本博物館ネットワークセンタ

ー 

大学や博物館等と連携したジオパークで

のフィールドワークと成果発表の取組 ～

高校生アースサイエンスセミナー～ 

 

 

平成２８年度 科学教育振興 追加募集 

１）小学生を巻き込んだ活動 【プログラム】 

学校名 

実務 

担当者 

（職名） 

都道 

府県 
共同実施機関 申請題目 

宮城県石巻工

業高等学校 

佐光克己 

（教諭） 
宮城県 

石巻市内小学校 2校以上 

石巻市内中学校 2校以上 

河川の災害に対して自分たちができること

を考える 

福島成蹊高等

学校 

山本剛 

（理科教諭） 
福島県   

微小生物を活用した高校生（自然科学部

員）による理科実践～自分たちで採集し

た微小生物を使った観察教室～ 

和洋国府台女

子中学校高等

学校 

植田幹男 

（教諭） 
千葉県 

和洋女子大学（予定） 

千葉県市川市近隣の小学校

（予定） 

小学生対象実験講座「放課後 Science 

Team」の企画・運営 

台東区立忍岡

小学校 

吉藤玲子 

（台東区立

忍岡小学校 

校長） 

東京都 台東区立上野中学校 
わたしたちの海について知ろう！学ぼう！

体験しよう！ 

たつの市立揖

保川中学校 

糸井香代子 

（校長） 
兵庫県 

たつの市立龍野東中学校 

たつの市立御津中学校 

たつの市立誉田小学校 

兵庫県立龍野高校 

兵庫県立龍野北高校 

たつの市教育委員会 

たつの市青少年館 

こどもサイエンスひろば 

中高生が教える小学生のためのかがく教

室 

島根県立益田

高等学校 

福満晋 

（教諭） 
島根県 

島根県益田市教育委員会 

島根県教育委員会 

益田市すべての小学校へのアウトリーチ

活動「出前授業」･「理科読を楽しむ会」 

北九州工業高

等専門学校 

山本和弥 

（准教授） 
福岡県   

小学生への理科教育を通じた理系キャリ

ア教育（特に女子生徒にむけて） 
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学校名 

実務 

担当者 

（職名） 

都道 

府県 
共同実施機関 申請題目 

坊津学園 
西村太希 

（教諭） 

鹿児島

県 

希望が丘学園鳳凰高等学校 

鹿児島大学教育学部 

坊津歴史資料センター 

南さつま市商工会 

科学的探求心を持ち，問題解決力を高

め，未来を切り拓く児童生徒の育成 

 

 

２）意欲的な小学校の先生方を支援する活動 

学校名 

実務 

担当者 

（職名） 

都道 

府県 
共同実施機関 申請題目 

新宿区立富久

小学校 

由木正浩 

（主幹教諭） 
東京都 

新宿区立天神小学校 

新宿区立余丁町小学校 

新宿区立四谷第六小学校 

新宿区立落合第四小学校 

都心部の小学校に通う児童の科学的な見

方や考え方を育む小学校連携 

京都市野外教

育研究会（京

都市立第四錦

林小学校） 

橋本英敏 

（代表幹事

（小学校教

諭）） 

京都府   
京都市野外教育研究会 自然観察プログ

ラムおよび野外教育活動 

兵庫県立尼崎

北高等学校 

吉田英一 

（教諭） 
兵庫県   

ものづくり都市の子ども達と科学するペー

パークラフト 

兵庫県立西脇

高等学校 

川勝和哉 

（教諭） 
兵庫県 神戸大学他 

西脇高校の生徒と近隣地域の小学校教

員が共同で野外調査書や実験書を作成

し授業を実施 

安芸太田町教

育委員会 

沖本直樹 

（学校教育

課主幹） 

広島県 

東京大学 CoREF 

新しい学びプロジェクト参加

団体（21団体） 

日本技術士会中国本部 

広島県立加計高等学校 

安芸太田町立加計小学校 

安芸太田町立筒賀小学校 

安芸太田町立上殿小学校 

安芸太田町立戸河内小学校 

安芸太田町立加計中学校 

安芸太田町立筒賀中学校 

安芸太田町立戸河内中学校 

アクティブラーニング（協調学習）による主

体的・協調的に学ぶ科学教育プログラム 
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学校名 

実務 

担当者 

（職名） 

都道 

府県 
共同実施機関 申請題目 

飯塚市立図書

館（指定管理

者：㈱図書館

流通センター） 

大石俊一 

（飯塚市立

図書館長

（指定管理

者）） 

福岡県 福岡大学 
公立図書館が地域で展開する新形式の

読み聞かせ－「理科読」への挑戦 

 
 

平成２９年度科学教育振興助成対象 
個別助成 

学校名 都道府県 申請題目 

札幌市立富丘小学校 北海道 理科が好きな子どもを育てる 

弘前市立相馬中学校 青森県 電気エネルギーの利用を身近なものとして理解しよう 

弘前市立第三中学校 青森県 身の回りの現象から科学を身近に理解する 

秋田県立秋田高等学校 秋田県 突然変異抑制効果を持つ物質の探索 

川俣町立川俣小学校 福島県 「あったらいいな」を形にして発想する喜びと創造力を高める活動 

茨城高等学校・中学校 茨城県 化学部の研究 

茨城県立水戸第二高等学

校 
茨城県 高校生の視点に立った Belousov-Zhabotinsky反応の長時間挙動の解析 

みなかみ町立新治小学校 群馬県 絶滅危惧種「赤谷の森のイヌワシ」を保護する自然林再生・復旧の試み 

群馬県立前橋女子高等学

校 
群馬県 物理基礎の比熱測定実験を「分銅」が劇的に変える！ 

春日部市立幸松小学校 埼玉県 ICT機器を活用した知識構成型ジグソー学習の実践 

山村学園山村国際高等学

校 
埼玉県 マウス腸内フローラから観察した健康食品の機能性 

浦和実業学園高等学校 埼玉県 低温下での緑色光または青色光の照射と魚類の成長速度の変化 

千葉大学教育学部附属中

学校 
千葉県 

生徒が積極的に実験に参加できる新しい授業実践 －タブレットＰＣの活

用－ 
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学校名 都道府県 申請題目 

銚子市立第五中学校 千葉県 
生徒の疑問を引き出す教材の開発と思考力，創造力を高める指導法の工

夫 

千葉県立東葛飾高等学校 千葉県 缶サットへの挑戦～模擬人工衛星の製作を通した「ものづくり」教育～ 

日本大学習志野高等学校 千葉県 
化学部生徒による化学実験教室実施の指導および大学教員による高大連

携教育の計画と実施 

江戸川区立南篠崎小学校 東京都 児童が動植物と触れ合う活動を通して生物の多様性に気付かせる取組 

神奈川県立平塚農業高等

学校初声分校 
神奈川県 

ハイドロゲル・アルギン酸カルシウム・生分解性プラスチックを利用したカプ

セル開発 

神奈川県立弥栄高等学校 神奈川県 青銅鏡の大型化に対する最適な鋳造条件の研究 

高岡市立志貴野中学校 富山県 生徒の自己有用感や協調性を高める科学部（自然科学部）指導の実践 

かほく市立高松中学校 石川県  ２年化学分野における恋愛物語とその実践例 

山梨県立韮崎高等学校 山梨県 生徒が進める課題研究における分子生物学的・生化学的解析への取組み 

長野市立山王小学校 長野県 
長野盆地の生い立ちを校歌の一節をもとに繙く―小学校第 6学年理科「土

地のつくりと変化」の学習を通して― 

長野県松本工業高等学校 長野県 軽い薄い透明、手作り電子デバイスの教材開発 

静岡県立韮山高等学校 静岡県 バイオテクノロジーを題材にした科学教室で地域貢献及び教材の開発 

岡崎市立愛宕小学校 愛知県 
異校種学校や企業・施設と連携する「本物との出会い」を大切にした理科

学習の工夫 

三重県立桑名西高等学校 三重県 
桑名西高等学校  新教育プロジェクトⅣ 『平成 29年度 理数系科学への

新たな出会い』 

三重県立四日市工業高等

学校 
三重県 

ロボット創造開発のためのＣＡＤ／ＣＡＭ／ＣＡＥシステムを用いた実用的

なものづくり教育手法の開発 

三重県立伊勢工業高等学

校 
三重県 ＣＦＲＰ焼成炉に関する製作研究を通じた学び 

守山市立明富中学校 滋賀県 
iPadを活用した多様な表現・双方向コミュニケーションによる 能動的・協働

的な理科授業の実践 

綾部市立何北中学校 京都府 理科室を発見の場に 
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学校名 都道府県 申請題目 

大谷中学校・高等学校 大阪府 
既存の製品にはない機能を持つ実験装置の開発を通じて物理教育の発

展に貢献する 

大阪府立東住吉高等学校 大阪府 
理科研究部部員による地域の小中学生向け実験教室の実験内容の多様

化に向けて 

大阪府立大手前高等学校 

定時制の課程 
大阪府 

重力の魔術師をめざして ～微小重力発生装置・重力可変装置を製作し，

様々な惑星・衛星の表面重力をつくる～  

大阪府立枚方高等学校 大阪府 枚方にホタルを取り戻す～枚高ホタルプロジェクト 

大阪府立三島高等学校 大阪府 
タブレットを用いた授業の新展開・・・拡張現実（AR）技術を用いた教材の開

発と活用 

兵庫県立姫路聴覚特別支

援学校 
兵庫県 ロボットを利用したものづくり教育 

神戸大学附属小学校 兵庫県 
3年生の子どもたちの「もの」としてのとらえを，「素材」としてのとらえに変え

る授業プログラムの開発 

神戸市立糀台小学校 兵庫県 子供の主体性を育てる理科教育の充実を目指して 

兵庫県立小野高等学校 兵庫県 葉緑体 DNAの解析によるスミレ属の分子系統解析 

兵庫県立兵庫高等学校 兵庫県 大学院生と学ぶ自然科学探究活動Ⅰ 

帝塚山中学校高等学校 奈良県 
ロボット教室開催を通した人づくり ～参加児童・指導生徒、両方の成長を

願って～ 

日野町立黒坂小学校 鳥取県 科学が好きな子どもを育てる 黒坂小かわこっ子ドリーム・ホーププラン 

岡山大学教育学部附属中

学校 
岡山県 

体感型常設展示と授業を連動して主体的に探究する能力を高める ～中

学校地球領域の新たな視点の獲得を通して～ 

広島市立戸山小学校 広島県 

小・中連携による大雨洪水・土砂災害の危険予測学習に重点を置いた教

育プログラム ～ 防災教育を通じて科学への関心を高める実践の工夫 

～ 

広島市立中広中学校 広島県 
中広中学校区内の環境調査の実施と、調査結果を使った身近な環境の教

材化 ～太田川流域の水質調査と環境放射線について～ 

広島県立広島国泰寺高等

学校 
広島県 ヨコエビの植物繊維を分解するセルラーゼ獲得の進化を探る 
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学校名 都道府県 申請題目 

広島県立祇園北高等学校 広島県 
研究や研究発表をとおして将来研究者になりたいと考える生徒を増やす取

組み ～博物館や大学などと連携して行う科学研究～ 

山口県立小野田工業高等

学校 
山口県 「高校生と小学生が一緒に考える」出前実験実習による学びあい学習 

山口県立萩商工高等学校 山口県 
ウインターイルミネーションの製作を通した情報技術や電気実習の発展学

習 

徳島県立城北高等学校 徳島県 サイエンス部生徒課題研究の充実 

福岡県立八女高等学校 福岡県 絶滅危惧種アサザの生育に関する土壌調査 

佐賀県立佐賀商業高等学

校 
佐賀県 体験を重視する学びによる科学への興味・関心を高める取り組み 

鹿児島市立甲東中学校 鹿児島県 中学理科の授業に使える理科模型の開発及び活用方法の研究 

三島村立片泊中学校 鹿児島県 
離島における貴重な生物の研究と最先端のテクノロジーを取り入れた授業

の開発 

希望が丘学園鳳凰高等学

校 
鹿児島県 

サイエンスクラブの活動での主体的な学びを通した，生徒の「生きる力」の

育成 

 

プログラム助成（初年度） 

学校名 都道府県 共同実施校 申請題目 

宮城県富谷高等

学校 
宮城県 

富谷市教育委員会 

富谷市立富谷小学校 

富谷市立富ヶ丘小学校 

富谷市立東向陽台小学校 

富谷市立あけの平小学校 

富谷市立日吉台小学校 

富谷市立成田東小学校 

富谷市立成田小学校 

富谷市立明石台小学校 

地域特産物ブルーベリーの研究と高校生によ

る小学生向け科学教室 

宮城教育大学 宮城県 

仙台市教育委員会 

（今年度実施例・仙台市立大沢

小学校・仙台市立西多賀中学

校。新年度の６月に決定する） 

子供達の理科の弱点を補強するためのチャレ

ンジングな指導法改善の支援 
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学校名 都道府県 共同実施校 申請題目 

山形大学 山形県 

山形県教育庁 

山形県教育センター 

山形市教育委員会 

山形県立博物館 

山形県立産業科学館 

鶴岡市立加茂水族館 

ヤマガタサイエンスアカデミーでの人材育成の

指導法の研究とネットワーク化 

茨城工業高等専

門学校 
茨城県 

茨城県立土浦第三高等学校 

茨城県立水戸特別支援学校 

茨城県立下妻特別支援学校 

福島県立安積黎明高等学校 

福島県立新地高等学校 

鳥取大学 

藁谷製作所 

日本原子力機構 

車いす仕様ナスミス望遠鏡自動追尾化による

特別支援学校と普通校の交流～茨城から福島

へ～ 

埼玉県立越谷北

高等学校 
埼玉県 

埼玉県総合教育センター 

埼玉県立川越女子高等学校 

埼玉県立飯能高等学校 

埼玉県立所沢西高等学校 

埼玉県立所沢高等学校 

埼玉県立浦和高等学校 

埼玉県立越ヶ谷高等学校 

埼玉県立熊谷西高等学校 

埼玉県立坂戸西高等学校 

海城中学高等学校 

早稲田大学人間科学学術院 

日本獣医生命科学大学獣医学

部 

埼玉県絶滅危惧動物種調査団 

埼玉県環境科学国際センター 

外来生物研究ネットワークによる、埼玉県内外

での外来生物の生息実態調査、ならびに高校

生によるシンポジウム開催・県内の他の外来生

物についての研修ならびに調査 

能登町立小木中

学校 
石川県 

能登町教育委員会事務局 

金沢大学環日本海域環境研究

センター臨海実験施設 

石川県立能登少年自然の家 

のと海洋ふれあいセンター 

一般社団法人能登里海教育研

究所 

能登町立中学校（３校） 

能登町立小学校（５校） 

九十九湾海洋教育推進プログラム 
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学校名 都道府県 共同実施校 申請題目 

三重県立神戸高

等学校 
三重県 

鈴鹿市立神戸小学校 

鈴鹿市立神戸中学校 

鈴鹿市内各中学校（１０校） 

鈴鹿医療科学大学 

三重大学 

国際環境情報移転センター 

三重環境学習情報センター 

（株）万協製薬 

（株）ホンダ技研工業 

小中高大産をつなぐ理数・科学教育 

京都ノートルダム

女子大学 
京都府 

ノートルダム学院小学校 

京都市立洛央小学校 

京都市立葵小学校 

京都市葵児童館 

地域連携型科学遊びプログラム「自然と遊ぼ

う！」の開発・実施 

大阪府立堺工科

高等学校 定時

制の課程 

大阪府 

プール学院大学・短期大学 

堺市立美原中学校 

堺市立熊野小学校 

廃油発電によるエコ・プロジェクト 

香川県立三本松

高等学校 
香川県 

高知県立高知小津高等学校 

兵庫県立神戸高等学校 

京都府立桃山高等学校 

奈良県立奈良高等学校 

石川県立金沢泉丘高等学校 

静岡県立磐田南高等学校 

愛知県立一宮高等学校 

高知工科大学 システム工学群 

東京学芸大学 教育学部 

可聴音による落雷位置の調査及び落雷位置と

スプライト発生位置との関係を探る 

香川県立香川中

央高等学校 
香川県 高松市立大野小学校 ホタルの生息地の環境調査および保存活動 

福岡工業大学附

属城東高等学校 
福岡県 

宗像市立大島小学校 

宗像市立大島中学校  

福岡市立志賀中学校  

新宮町立相島小学校 

新宮町立新宮中学校相島分校  

福岡工業大学工学部生命環境

学科 

九州大学 農学部 

玄界マリンフロンティアプロジェクト 
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学校名 都道府県 共同実施校 申請題目 

大牟田市立吉野

小学校 
福岡県 

大牟田市立駛馬南小学校 

大牟田市立駛馬北小学校 

大牟田市立明治小学校 

大牟田市立中友小学校 

未来へつなぐ大牟田の川と有明海の海洋プロ

ジェクト 

長崎県立宇久高

等学校 
長崎県 

佐世保市立宇久小学校 

佐世保市立宇久中学校 

長崎大学教育学部 

鹿児島大学理学部 

ふるさとの島を４Ｄ計測 ～宇久ストリートビュー

の製作～ 

 

意欲的な小学校の先生方を支援するプログラム助成（初年度） 

学校名 都道府県 共同実施校 申請題目 

岐阜県養老町立

養北小学校 
岐阜県 

ロンドン大学 

養老町小中理科教育研究会 

（養老小学校、広幡小学校、上多

度小学校、池辺小学校、笠郷小

学校、養北小学校、日吉小学

校、高田中学校、東部中学校） 

ローカル・グローバル情報を活用した理科授業

のあり方～地学分野における児童の科学的思

考力を育てる～ 

三島市教育研究

会小学校理科部 
静岡県 

三島市教育研究会 

（三島市内全小学校１４校） 

チーム三島理科教育向上計画～理科好きな先

生の育成が理科教育を変える 

滋賀 CST研究会 滋賀県 

滋賀 CST研究会 

（彦根市立鳥居本小学校、彦根

市立城西小学校、草津市立矢倉

小学校、大津市立瀬田小学校、

大津市立瀬田中学校、東近江市

立箕作小学校） 

滋賀大学 

滋賀県教育委員会 

滋賀県内各市教育委員会 

滋賀の理科教育推進プログラム～小学校教員

の理科の指導力向上を求めて～ 

同志社小学校 京都府 
京都市立岩倉南小学校 

京都水族館 

岩倉川を中心とした里山の自然を学ぶ理科プ

ログラムの研究 
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学校名 都道府県 共同実施校 申請題目 

愛媛大学教育学

部 
愛媛県 

愛媛県教育委員会（義務教育

課・愛媛県総合教育センター） 

松山市教育委員会（松山市教育

研修センター） 

愛媛県立総合科学博物館 

愛媛県立とべ動物園 

松山市立生石小学校 

松山自然科学教室 

面河山岳博物館 

科学系社会教育施設を活用できる小学校教員

の育成と支援 

四国中央市理科

同好会 
愛媛県 

愛媛県四国中央市全小・中学校 

愛媛大学教育学部 

東北大学大学院生命科学科 

教員の指導力向上と理科教育の振興 

 

プログラム助成（２年目） 

学校名 都道府県 共同実施校 申請題目名 

宮城県石巻工業

高等学校 
宮城県 

石巻管内（石巻市、東松島市、女

川町）教育委員会管轄の小中学

校 

河川の災害に対して自分たちができることを考

える ～防災を通して科学のおもしろさを理解

する取組～ 

宮城県仙台第一

高等学校 
宮城県 

宮城県岩ヶ崎高等学校 

宮城県古川黎明高等学校 

宮城県利府高等学校 

仙台城南高等学校 

宮城教育大学 

仙台市八木山動物公園 

仙台市科学館 

宮城県内に生息するメダカのルーツを探る －

高校生による高校生のための分子生物学特講

－ 

宮城県仙台二華

中学校・高等学校 
宮城県 

東北工業大学工学部 

東北大学大学院工学研究科 

東北大学大学院環境科学研究

科 

東北大学大学院情報科学研究

科 

仙台市立連坊小路小学校 

日本の水問題に関する調査研究 

秋田県立大曲農

業高等学校 
秋田県 

立命館大学 

信州大学 

秋田大学 

仙北市立生保内小学校 

仙北市立桧木内小学校 

電気分解による田沢湖の中性化がもたらす生

態系への影響の調査 
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学校名 都道府県 共同実施校 申請題目名 

秋田大学  教育

文化学部 
秋田県 

秋田大学国際資源学部 

関東学園大学経済学部 

城西大学理学部 

東洋大学経済学部 

海洋研究開発機構 

「フューチャー・アース」世代育成のための地球

科学教育プログラムの開発，実践と成果 

山形県立米沢興

譲館高等学校 
山形県 

山形大学 

東北大学大学院 

山形県教育委員会 

山形県高等学校文化連盟科学

専門部 

米沢市内の全中学校、高等学校 

小中高大・医を工学と医療で繋ぐサイエンス・

ネットワーク構築 

山形大学大学院 

教育実践研究科 
山形県 

山形大学地域教育文化学部 

山形市教育委員会総合学習セン

ター 

科学技術イノベーション人材を育成するための

STEM教育プログラムの開発  

福島県立福島高

等学校 
福島県 

ケンブリッジ大学 

ﾕﾆﾊﾞｰｼﾃｨ・ｶﾚｯｼﾞ･ﾛﾝﾄﾞﾝ 

クリフトン科学トラスト 

County Upper School 

St Mary Redcliffe and Temple 

School 

Newham Collegiate School 

Thomas Hardy School 

Merchants' Academy 

Hinchley Wood School 

Seven Kings High School 

立教英国学院 

福島県立相馬高等学校 

福島県立磐城高等学校 

宮城県古川黎明高等学校 

宮城県仙台第一高等学校 

宮城県仙台第二高等学校 

山形県立鶴岡南高等学校 

山形県立米沢興譲館高等学校 

立教池袋高等学校 

日英サイエンスワークショップの実施 

福島成蹊高等学

校 
福島県 地元の小学校 

微小生物を活用した高校生（自然科学部員）に

よる理科実践 ～自分たちで採集した微小生物

を使った観察教室～ 
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学校名 都道府県 共同実施校 申請題目名 

和洋国府台女子

中学校高等学校 
千葉県 

千葉県市川市近隣の小学校 

（本校講座に参加希望をしていた

だいた小学校） 

大東文化大学スポーツ・健康科

学部 

小学生対象実験講座「放課後 Science Team」

の企画・運営 

東京都立戸山高

等学校 
東京都 

東京大学海洋教育推進研究セン

ター 

新宿区立富久小学校 

生徒の主体的な活動の場としての実験観察体

験における小中高大連携のチームの編成とカ

リキュラムの開発 

台東区立忍岡小

学校 
東京都 台東区立上野中学校 

わたしたちの海について知ろう！学ぼう！体験

しよう！ 

岐阜県立八百津

高等学校 
岐阜県 

岐阜大学応用生物科学部 

岐阜県立加茂高等学校 

静かなる侵入者アルゼンチンアリ～分布拡大

への考察と行動学的研究～ 

静岡科学館 静岡県 

静岡サイエンスミュージアム研究

会 

静岡市教育委員会 

特定非営利法人体験科学教育

研究所（リアルサイエンス） 

静岡大学  

理科授業のアクティブラーニングを支援する教

材プログラムの開発と活用 

星陵中学校・高等

学校 
静岡県 

静岡北中学校・高等学校または

地域の小中学校 

静岡理工科大学 

東北大学 

次世代型「環(わ)」の文化の提案 
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学校名 都道府県 共同実施校 申請題目名 

愛知教育大学 愛知県 

富山県立富山視覚総合支援学

校 

石川県立盲学校 

静岡県立静岡視覚特別支援学

校 

静岡県立沼津視覚特別支援学

校 

静岡県立浜松視覚特別支援学

校 

愛知県立名古屋盲学校 

愛知県立岡崎盲学校 

岐阜県立岐阜盲学校 

三重県立盲学校 

日本福祉大学 

岐阜大学 

愛知県総合教育センター 

視覚障害のある児童生徒に対する科学教育プ

ログラム「科学へジャンプ・イン・東海（仮称）」の

企画、実施と評価 

滋賀県立高島高

等学校 
滋賀県 

高島市立マキノ中学校 

高島市立今津中学校 

滋賀県立大学 環境科学部 

滋賀県 農政水産部 水産課 

源流域と琵琶湖をつなぐ流域環境の探究―奥

山・里山・里湖― 

同志社中学校 京都府 

福井大学教育学部 

桃山学院中学校 

香港大学付属王錦中小学校 

台湾 淡江高級中学 

韓国 徳寿中学校 

アジアを中心とした科学技術キャンプの実施と

発展 

たつの市立揖保

川中学校 
兵庫県 

たつの市教育委員会 

兵庫県立龍野高等学校 

兵庫県立龍野北高等学校 

たつの市青少年館こどもサイエン

スひろば 

中高生が教える小学生のためのかがく教室 
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学校名 都道府県 共同実施校 申請題目名 

島根県立益田高

等学校 
島根県 

益田市教育委員会 

ＮＰＯ法人ガリレオ工房 

益田市立益田小学校 

益田市立吉田小学校 

益田市立高津小学校 

益田市立吉田南小学校 

益田市立安田小学校 

益田市立鎌手小学校 

益田市立真砂小学校 

益田市立豊川小学校 

益田市立西益田小学校 

益田市立桂平小学校 

益田市立戸田小学校 

益田市立中西小学校 

益田市立東仙道小学校 

益田市立都茂小学校 

益田市立匹見小学校 

益田市立道川小学校 

益田市（益田市周辺）の全ての小学校へのアウ

トリーチ活動「出前実験」・「理科読を楽しむ会」 

山口県立下関工

科高等学校 
山口県 

山口県立下関中央工業高等学

校 

山口県立下関工業高等学校 

山口大学大学院 

高校生による地域に科学の楽しさを伝える活動 

高等教育コンソー

シアム久留米 
福岡県 

久留米大学 

久留米工業大学 

聖マリア学院大学 

久留米信愛女学院短期大学 

久留米工業高等専門学校 

福岡県立青少年科学館 

久留米からくり振興会 

株式会社ブリヂストン 

久留米絣組合 

久留米市教育委員会 

高良大社 

福岡県下及び熊本の各中学校 

福岡県立明善高等学校 

久留米大学附設高等学校 

八女学院高等学校 

福岡工業大学附属城東高等学

校 

東海大学付属福岡高等学校 

上智福岡中学高等学校 

熊本県立第二高等学校 

くるめ子どもキャンパス －出前授業や講座とサ

イエンスイベントで見て･考え･体験してみよう－ 
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学校名 都道府県 共同実施校 申請題目名 

北九州工業高等

専門学校 
福岡県 

北九州市児童文化科学館 

北九州市立志井小学校 

北九州市立花尾小学校 

北九州市立黒崎中央小学校 

小学生への理科教育を通じた理系キャリア教

育（特に女子生徒にむけて） 

熊本県高等学校

教育研究会地学

部会 

熊本県 

熊本県立熊本北高等学校 

熊本県立熊本西高等学校 

熊本県立菊池高等学校 

熊本県立八代高等学校 

熊本県立第一高等学校 

熊本県立大津高等学校 

高校生アースサイエンスセミナー～大学や博

物館等と連携したジオパークでのフィールドワ

ークと成果発表の取組～ 

熊本高等専門学

校 
熊本県 

沖縄工業高等専門学校 

鹿児島工業高等専門学校 

都城工業高等専門学校 

有明工業高等専門学校 

大分工業高等専門学校 

佐世保工業高等専門学校 

久留米工業高等専門学校 

北九州工業高等専門学校 

高専生による「小・中学校向け理科教育支援」

～高専サイエンス支援ネットを利用したアイデ

ア募集と実施～ 

南さつま市立 坊

津学園 
鹿児島県 

東京大学海洋アライアンス海洋

教育促進研究センター 

鹿児島大学教育学部 

鹿児島県立鹿児島水産高等学

校 

希望が丘学園鳳凰高等学校 

タツノオトシゴハウス  

鹿児島水圏生物研究所 

南さつま市農林水産課 

坊津歴史資料センター 

川辺地区理科研究協議会 

科学的探求心を持ち，問題解決力を高め，未

来を切り拓く児童生徒の育成 

 

意欲的な小学校の先生方を支援するプログラム助成（２年目） 

学校名 都道府県 共同実施校 申請題目名 

新宿区立富久小

学校 
東京都 

東京大学 

新宿区立余丁町小学校 

新宿区立落合第四小学校 

新宿区立四谷第六小学校 

新宿区立天神小学校 

都心部の小学校に通う児童の科学的な見方や

考え方を育む小学校連携 
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学校名 都道府県 共同実施校 申請題目名 

京都市野外教育

研究会 
京都府 京都市小学校教員 

京都市野外教育研究会 自然観察プログラム

および野外教育活動 

兵庫県立尼崎北

高等学校 
兵庫県 

尼崎市教育委員会（市内小中学

校） 

兵庫県教育委員会（県内公立高

等学校） 

尼崎市（公民館ほか） 

青少年のための科学の祭典実行

委員会 

ものづくり都市の子ども達と科学するペーパー

クラフト 

兵庫県立西脇高

等学校 
兵庫県 

神戸大学人間発達環境学研究

科 

西脇市立重春小学校 

たつの市立御津小学校 

西脇市内のすべての小学校 

たつの市内のすべての小学校 

西脇高校の生徒と近隣地域の小学校教員が共

同で野外調査書や実験書を作成し授業を実施 

安芸太田町教育

委員会 
広島県 

新しい学びプロジェクト（参加 21

団体） 

東京大学 CoREF 

日本技術士会中国本部 

安芸太田町立加計小学校 

安芸太田町立筒賀小学校 

安芸太田町立上殿小学校 

安芸太田町立戸河内小学校 

安芸太田町立加計中学校 

安芸太田町立筒賀中学校 

安芸太田町立戸河内中学校 

広島県立加計高等学校 

アクティブ・ラーニングによる主体的・協調的に

学ぶ科学教育プログラム 

飯塚市立図書館 福岡県 

福岡大学理学部物理科学科 

福岡県立嘉穂高等学校 

福岡県立嘉穂高等学校附属中

学校 

飯塚市の小中学校 

飯塚市立潤野小学校 

飯塚市立小中一貫校頴田校、他 

公立図書館が地域で展開する新形式の読み

聞かせ－「理科読」への挑戦（Ⅱ） 
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平成３０年度科学教育振興助成対象 
個別助成 

学校名 都道府県 申請題目 

札幌市立向陵中学校 北海道 科学部の研究（ケミカルライト） 

札幌市立中央中学校 北海道 
中学理科（物理領域）における課題解決型の授業構築と相互評価を取り入

れた「主体的・対話的な深い学び」について 

北海道北見北斗高等学校 北海道 
地域の水環境を知り、市民に水環境保全をよびかける ― 生徒の主体性

を生かした環境教育プログラムの構築 ― 

札幌市立札幌旭丘高等学

校 
北海道 地球温暖化がトンボに与える影響 

平川市立竹館小学校 青森県 震災の教訓を端緒としたエネルギー問題の探究 

弘前市立第四中学校 青森県 科学の日常性と理科学習 ～エネルギー分野の追求～ 

青森山田中学高等学校 青森県 防災教育を取り入れた、気象、地質学習 

登米市立西郷小学校 宮城県 
理科や生活科の学習を通して、科学的な思考力や表現力を育成するため

の活動の工夫 

宮城県岩沼市立岩沼西中

学校 
宮城県 

生き生きと活動する科学部の活動 ～ミニ天体観測会・サイエンスショー・

科学フェスティバル参加を通して～ 

秋田県立大館鳳鳴高等学

校 
秋田県 ニホンザリガニの飼育、繁殖方法の研究 

秋田県立秋田高等学校 秋田県 緑茶と抗生物質の飲み合わせを科学的に考える 

山形県立山形東高等学校 山形県 「ブカツ×ICT」ICTを活用した部活動活性化計画 

山形県立加茂水産高等学

校 
山形県 地域の海洋教育促進に向けた海洋生物の標本教材化に関する研究 

福島県田村市立滝根小学

校 
福島県 

身近な自然から学びを広げ、つなぎ、地域のよさを発信する滝根っ子の育

成（第２年次） 

福島県立葵高等学校 福島県 会津メダカからみる遺伝的攪乱の研究 ～ご当地メダカを守れ～ 

福島県立安積黎明高等学

校 
福島県 「地域貢献」をテーマに創造的な科学研究ができる化学部を目指して 

福島工業高等専門学校 福島県 
プログラミングとロボット製作を通した地域小中学校との連携のためのモノ

づくり力の育成 

古河市立上大野小学校 茨城県 里山での自然体験活動の計画的な実施 

つくば市立手代木中学校 茨城県 探究する楽しさを実感できる理科の学習指導の在り方 

栃木県宇都宮市立陽南中

学校 
栃木県 

中学校理科におけるエネルギー変換の学習にプログラミング制御を取り入

れることの効果～ものづくりを通したセンサ機能の開発～ 

浦和実業学園高等学校 埼玉県 水産業の工業化を見据えた基礎研究 

埼玉県立本庄高等学校 埼玉県 
植物の発芽・生長および動物(ｱﾙﾃﾐｱ）に関する抗生物質・金属イオンの影

響 

千葉市立おゆみ野南中学

校 
千葉県 中学校理科におけるエネルギー教育授業の開発 
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学校名 都道府県 申請題目 

杉並区立浜田山小学校 東京都 AI と協働する社会を創る子どもたちの育成 

葛飾区立北野小学校 東京都 

校内研究「自然を見つめ 学びにつなげる 北野の子 ～思考力・判断力・

表現力を育てる理科・生活科の指導の工夫～」における研究活動の充実を

図るための申請 

都立富士高等学校附属中

学校 
東京都 

中高生によるX線分析顕微鏡（XGT）等を用いた探求活動手法と指導方法

の構築 

東京都立科学技術高等学

校 
東京都 サンブスギに関する研究 

富山県立富山中部高等学

校 
富山県 

富山県内の河川における，希少魚類「トミヨ」の環境ＤＮＡの検出と生息環

境の調査 

永平寺町志比北小学校 福井県 地域の宝（生き物）調査を通した地域を愛する児童の育成 

愛知県立豊田南高等学校 愛知県 高等学校普通科文系における新しい理科授業モデルの開発に関する研究 

名城大学附属高等学校 愛知県 庄内川における生物調査と環境学習 

三重県立津工業高等学校 三重県 動画配信サービスを活用した資格取得教材の開発 

三重県立四日市工業高等

学校 
三重県 ３Ｄプリンタの工業教育への実践的な活用 ～強度に着目して～ 

滋賀県立河瀬高等学校 滋賀県 犬上川流域におけるハリヨの分布域ならびに個体数調査 

京都府立桃山高等学校 京都府 学校内の暑さ指数を探る ～熱中症の被害から身を守るために～ 

大阪府立園芸高等学校 大阪府 ミツバチを用いた環境リサーチ法の開発 

大阪府立茨木工科高等学

校 
大阪府 ＩＯＴとＶＲ、ＡＲを利用したアバターロボットの研究開発 

大阪府立桜塚高等学校 

定時制の課程 
大阪府 環境 DNAによる大阪府の環境調査 

清風中学校・高等学校 大阪府 シロアリが日本を救う ～間伐材を新たな資源に～ 

姫路市立安室東小学校 兵庫県 
自ら考えを持ち、対話することを通して科学することを楽しむ子供の育成を

目指す 

兵庫県立洲本高等学校 兵庫県 モデルロケット を用いたクラブ活動の活性化及び地域貢献活動 

兵庫県立小野高等学校 兵庫県 分子系統解析を用いたミヤマスミレ亜節の分類 

兵庫県立姫路工業高等学

校 
兵庫県 次世代ビオトープ～ビオトープからエネルギー生産～ 

兵庫県立舞子高等学校 兵庫県 星は何色（星の分光観測と生活） 

奈良市立鶴舞小学校 奈良県 
学校自慢の「ぼうけんの森」を核にした地域の自然環境を生かした教育活

動の創造 

国立大学法人奈良女子大

学 

附属中等教育学校 

奈良県 「染色の化学」を深める科学探究活動の実践 
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学校名 都道府県 申請題目 

米子工業高等専門学校 鳥取県 卵の殻の導入で作製する新しい機能を導入した建材の開発 

広島市立福木中学校 広島県 自然放射線の測定を中心とした放射線教育の実践とその効果の検討 

広島県立祇園北高等学校 広島県 DNA解析を用いたシダ植物の中間雑種の研究 

山口県下関市立向井小学

校 
山口県 科学することが好きな子どもを育てる 

山口大学教育学部附属 

山口小学校 
山口県 地域の河川を題材にした理科教育及び総合学習の実施 

山口県立下関工科高等学

校 
山口県 高校生による地域に科学の楽しさを伝える活動 

香川県立小豆島中央高等

学校 
香川県 自然科学部での絶滅危惧種デンジソウの保全活動 

愛媛県立今治西高等学校 愛媛県 生物部の科学的リテラシーを向上させる高大連携実践プログラム 

土佐塾中学・高等学校 高知県 身のまわりの自然から学ぶ生徒を育てる理科活動 －生物・化学編ー 

鎮西敬愛学園敬愛小学校 福岡県 ドローンを使ったプログラミング学習による創造力の育成 

有明工業等専門学校 福岡県 高専傑出人財育成プログラム 

精道学園 

精道三川台小・中学高等

学校 

長崎県 

目指せ日本一！ロボコンフロンティア長崎市での挑戦～小中一貫連携で

のロボコン指導による「課題解決能力」「科学的思考力」「イノベーション力」

の育成～ 

鹿児島県南九州市立川辺

中学校 
鹿児島県 

水辺のまち「川辺」再発見  清水湧水周辺に見られる淡水藻類を中心とし

た水辺の環境調査 

鹿児島県立市来農芸高等

学校 
鹿児島県 アニマルウェルフェアを配慮した採卵鶏の行動様式に関する研究 

鹿児島県立錦江湾高等学

校 
鹿児島県 BSアンテナを用いた太陽の表面温度測定 

鹿児島玉龍高等学校 鹿児島県 
太陽系の惑星及び地球の高層大気における気象現象等に関する研究の

活性化 

昭和薬科大学附属 

高等学校・中学校 
沖縄県 沖縄に自生する植物からの有用乳酸菌の探索～発酵温度・乳発酵特性～ 

 

プログラム助成（初年度） 

学校名 都道府県 共同実施校 申請題目 

北海道本別高等

学校 
北海道 

本別町立本別中央小学校 

本別町立勇足小学校 

本別町立仙美里小学校 

本別町立本別中学校 

北海道立教育研究所 

北海道教育大学 

学校種間連携による地域の理科教育の振興 

～児童生徒の思考力や創造性を育む協働体

制の構築～ 
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学校名 都道府県 共同実施校 申請題目 

仙台高等専門学

校 
宮城県 

茨城工業高等専門学校 

福島工業高等専門学校 

福島県立安積黎明高校 

福島県立新地高校 

土浦第三高等学校 

 ３高専連携による地域の子供達のための天体

観測会「常磐線沿線観測会」の開催と，そこに

おける電視天体観望システムの構築 

福島県立新地高

等学校 
福島県 

福島県立福島高校 

福島県立磐城高校 

福島県立安積黎明高校 

福島県相馬市教育委員会 

ペーパークラフト立体核図表：復興支援教育教

材の FUKUSHIMAからの発信 

埼玉県立蕨高等

学校 
埼玉県 

埼玉県立川越女子高等学校 

埼玉県立越谷北高等学校 

埼玉県立越ケ谷高等学校 

埼玉県立坂戸西高等学校 

埼玉県立熊谷西高等学校 

埼玉県立浦和高等学校 

埼玉県立滑川総合高等学校 

埼玉県立春日部高等学校 

埼玉県立羽生実業高等学校 

日本獣医生命科学大学 

埼玉県立川の博物館 

高校生ネットワークを活かした広域モニタリング

調査および生物多様性保全についての研究 

東松山市立市の

川小学校 
埼玉県 

埼玉県比企郡嵐山町立菅谷小

学校 

「豊かな自然を守る」小学校アライアインス・プロ

ジェクト －「点」から「線」へ－ 

銚子市立銚子中

学校 
千葉県 

銚子市内 12小学校（清水小学

校、飯沼小学校、明神小学校、

本城小学校、春日小学校、高神

小学校、海上小学校、船木小学

校、椎柴小学校、豊里小学校、

豊岡小学校、双葉小学校） 

銚子市立銚子高等学校 

千葉科学大学 

銚子市青少年文化会館 

銚子ジオパーク推進室 

銚子市教育委員会 

小中高大地域連携による理科の学習プログラ

ムの実践 
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学校名 都道府県 共同実施校 申請題目 

台東区立忍岡小

学校 
東京都 台東区立上野中学校 

「海とつながる～自分たちの生活とつながる海

について調べてみよう～」 

新潟県立新潟中

央高等学校 
新潟県 

新潟県立八海高等学校 

新潟県立新津高等学校 

新潟市立万代高等学校 

新潟大学理学部 

東北大学農学部 

新潟県立教育センター 

２年目以降は、新潟県立巻高等

学校、新潟県立十日町高等学

校、新潟県立大手高等学校等実

施校を増やす予定 

新潟 DNAバーコーディング計画の実施 

長野県長野市立

柳町中学校 
長野県 

独立行政法人国立高等専門学

校機構 長野工業高等専門学校 

ガソリンエンジンと電気モータのエネルギー消

費率を基に未来の自動車社会を構想する中学

校の授業 

岐阜県立大垣西

高等学校 
岐阜県 

岐阜県立不破高等学校 

垂井町立不破中学校、北中学校 

垂井町立垂井小学校、宮代小学

校、表佐小学校、合原小学校、

府中小学校、岩手小学校、東小

学校 

小中高が一体となった岐阜県西濃地区での在

来タンポポの保護活動を通した環境教育 

三重県立伊勢高

等学校 
三重県 

皇學館大学 

伊勢市教育委員会 

伊勢市内の小中学校 

「伊勢志摩版循環型連携モデル」の構築 

三重県立津西高

等学校 
三重県 

三重大学 

三重大学教育学部附属小学校 

津市立西が丘小学校 

鈴鹿市立鼓ケ浦中学校(予定) 

鈴鹿市立天栄中学校(予定) 

鈴鹿市立千代崎中学校(予定) 

小中高大の連携により「科学する心」を育む『津

西サイエンス・パートナーシップ・プログラム（津

西 SPP）』及び、協働し課題解決する力を養う

『地域をテーマにした課題研究』 
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学校名 都道府県 共同実施校 申請題目 

京都市立京都工

学院高等学校 
京都府 

京都市立深草小学校 

京都市立稲荷小学校 

京都工芸繊維大学 

摂南大学 

京野菜を用いた色素増感太陽電池による高小

連携エネルギー教育教材の開発 

倉敷市立新田中

学校 
岡山県 

岡山大学教育学部付属中学校、

岡山県立天城中学校、倉敷市立

北中学校、倉敷市立多津美中学

校、倉敷市立玉島東中学校、倉

敷市立第一中学校、倉敷市立味

野中学校、笠岡市立神島外中学

校、赤磐市立桜ケ丘中学校、赤

磐市立吉井中学校、津山市立津

山東中学校、津山市立津山西中

学校、浅口市立鴨方中学校、浅

口市立寄島中学校、和気町立和

気中学校、笠岡市立笠岡東中学

校、美咲町立中央中学校 

対象とする自然の事物・現象の疑問を解決する

ために必要な情報を抽出する能力の育成～カ

リキュラムと教材開発の両面から中学校理科教

員が連携してアプローチすることを通して～ 

大牟田市立明治

小学校 
福岡県 

大牟田市立吉野小学校 

大牟田市立玉川小学校 

大牟田市立上内小学校 

大牟田市立中友小学校 

見つめ，守り，未来へつなごう！ 大牟田の川と

有明海の自然・環境 

希望が丘学園鳳

凰高等学校 
鹿児島県 

坊津学園 

阿多小学校 

川辺中学校 

ダイナミック・ラボ 

STEM教育の実践を通じた地域密着型プラット

フォームの実現 

 

意欲的な小学校の先生方を支援するプログラム助成（初年度） 

学校名 都道府県 共同実施校 申請題目 

小樽市立銭函小

学校 
北海道 

小樽市立桜小学校 

小樽市立花園小学校 
子どもの自然観を育む、科学体験教室の実施 
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学校名 都道府県 共同実施校 申請題目 

宮城教育大学 宮城県 

大崎市立小学校２５校 

大崎市教育委員会 

（仙台市八木山小学校等を予定） 

理科学習で指導が難しいと感じるところを解決

する試み  ～事前に行った先生アンケート結

果に基づいた研修の試み～ 

三島市立中郷小

学校 
静岡県 

三島市立南小学校 

三島市立長伏小学校 

三島市立東小学校 

三島市立西小学校 

三島市立沢地小学校 

「三島市小学校理科教育推進チーム」を中核と

する持続可能な小学校若手教員の理科授業

力向上計画 

神戸市小学校教

育研究会 

理科部 

兵庫県 

神戸市小学校教育研究会理科

部所属の教員 242名の在籍校 

神戸市立小学校 139校 

神戸市立雲中小学校 

実感を伴った問題解決学習を通して、理科の

学習に意欲的に取り組む神戸の児童を育てる 

姫路市立谷内小

学校 

（姫路市小学校

教育研究会 

理科部会） 

兵庫県 

姫路市立谷内小学校 

姫路市立安室東小学校 

姫路市立東小学校 

姫路市立伊勢小学校 

姫路市立青山小学校 

姫路市立香呂南小学校 他 

姫路市立小学校・義務教育学

校・特別支援学校 計７０校 

自然とひたむきに向き合い自然に感動する人

間性を育む理科教育 

中国学園大学 岡山県 

岡山市立伊島小学校 

岡山市立財田岡小学校 

倉敷市立長尾小学校 

井原市立稲倉小学校 

総社市立総社中央小学校 

論理的思考力を育てるための小学校理科用

「プログラミング教育用教材パッケージ」の開発 

今治自然科学教

室 
愛媛県 

今治市内 全小中学校 

（小学校 40校、中学校 15校） 

自然科学分野において、児童生徒の興味・関

心を高め、教員の指導力向上を目指す取組 
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学校名 都道府県 共同実施校 申請題目 

小郡市立味坂小

学校 
福岡県 

小郡市立御原小学校 

小郡市立立石小学校 

その他 同プロジェクトでの得ら

れた知見の展開予定校として小

郡市内各小学校（三国、大原、小

郡、東野、のぞみが丘 の各小学

校） 

小郡市教育委員会 

高等教育コンソーシアム久留米 

触れて納得！ 作って理解！ ワクワクいきいき

情報教育 －小規模小学校の特色を活かし産

学官及び地域が密接に連携した実践的 ICT活

用教育の充実と深化－ 

鹿児島大学教育

学部 
鹿児島県 

鹿児島大学教育学部附属小学

校 

鹿児島市立田上小学校 

南種子町立長谷小学校 

奄美市立赤木名小学校 

鹿児島市立科学館 

少人数学級・複式学級に対応する理科指導力

の育成・向上プログラムの開発 

 

プログラム助成（２年目） 

学校名 都道府県 共同実施校 申請題目名 

東北大学 宮城県 

広尾学園中学校 高等学校 

早稲田大学本庄高等学院 

仙台第一高等学校 

静岡北高等学校 

University of Notre Dame 

宇宙線計測の中高大連携ネットワークの構築

及び宇宙天気の観測 

山形市理科教育

研究会 
山形県 

山形大学地域教育文化学部 

山形市内小中学校 

探究型学習推進プログラムの開発と実践による

検証 

茨城県立 

土浦第三高等学

校 

茨城県 

茨城大学 理学部 

水戸市立飯富小学校 

下妻市立下妻中学校 

茨城県立緑岡高等学校 

茨城県立水海道第一高等学校 

天文を入口とした科学への誘い～小中学校や

地域の天体観測会をとおして～  

栃木県立黒羽高

等学校 
栃木県 

大田原市立黒羽小学校 

大田原市立川西小学校 

大田原市立黒羽中学校 

栃木県大田原市に生息するコシアカツバメの

繁殖個体群に関する研究 
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学校名 都道府県 共同実施校 申請題目名 

千葉県君津市立 

久留里中学校 
千葉県 

千葉県立君津青葉高等学校 

千葉県君津市立久留里小学校 
久留里の自然を考える Natureプロジェクト 

東京農業大学教

職課程 
東京都 

東京農業大学第一高等学校中

等部 

東京農業大学第一高等学校 

世田谷区立桜丘小学校 

佼成学園女子中学高等学校 

身近な観賞魚である金魚の色に着目した生物

学習 

三重県立桑名高

等学校 
三重県 

三重大学 

名古屋工業大学 

長浜バイオ大学 

名城大学 

滋賀県立大学 

桑名市・四日市市・三重郡の中

学校 

生徒の論理的思考力等をさらに高める桑高型

課題研究システムの研究・開発 

守山市立守山北

中学校 
滋賀県 

滋賀県中学校研究会理科部会

環境教育委員会 

滋賀県立琵琶湖博物館 

草津市立老上中学校 

湖南市立石部中学校 

地域に根差した自然観察学習プログラムの継

承と開発－新しい博学連携のあり方について

－ 

大阪府立大手前

高等学校 

定時制の課程 

大阪府 

国立津山工業高等専門学校 

佐賀県神埼市立千代田中学校 

大阪大学大学院理学研究科 

鳴門教育大学自然・生活系教育

部 

静岡県沼津市立大岡南小学校 

「宇宙環境を教室に」 ～重力制御による教室

での宇宙環境の開発・研究と連携～ 

兵庫県立東灘高

等学校 
兵庫県 

神戸市立本山南中学校 

兵庫県立明石高等学校 

神戸大学 

西宮市立西宮高等学校 

神戸層群の植物化石と凝灰岩の継続的な調

査、神戸層群の活用や広報による地域連携や

地域貢献 
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学校名 都道府県 共同実施校 申請題目名 

愛媛県高等学校 

教育研究会理科

部会 

愛媛県 

愛媛県立松山東高等学校 

愛媛県立宇和島東高等学校 

愛媛県立新居浜南高等学校 

愛媛県立西条高等学校 

愛媛県立小松高等学校 

愛媛県立丹原高等学校 

愛媛県立今治西高等学校 

愛媛県立松山南高等学校 

愛媛県立野村高等学校 

愛媛県立松山西中等教育学校 

その他 愛媛県高等学校教育研

究会に所属する高等学校(上記

高等学校を含む)、愛媛県総合教

育センター、愛媛大学 

えひめサイエンスリーダースキルアッププログラ

ム 

独立行政法人  

国立高等専門学

校機構 

都城工業高等専

門学校 

宮崎県 

北九州工業高等専門学校 

久留米工業高等専門学校 

佐世保工業高等専門学校 

有明工業高等専門学校 

大分工業高等専門学校 

熊本高等専門学校熊本ｷｬﾝﾊﾟｽ 

熊本高等専門学校八代ｷｬﾝﾊﾟｽ 

鹿児島工業高等専門学校 

沖縄工業高等専門学校 

宮崎大学付属中学校 

中規模都市における「小中学校向け理科教育

支援」～高専サイエンス支援ネットを利用した

学生を主体とした活動を中心として～ 

 

意欲的な小学校の先生方を支援するプログラム助成（２年目） 

学校名 都道府県 共同実施校 申請題目名 

土浦市立土浦小

学校 
茨城県 

土浦市立土浦幼稚園 

土浦市立土浦第二小学校 

土浦市立土浦第一中学校 

理科好きな子どもを育てるための幼小中一貫

教育の在り方 

長浜市立虎姫中

学校 
滋賀県 

長浜市立虎姫小学校 

長浜バイオ大学 

正しい科学的アプローチの技能を効果的に身

につけさせるための小中学校理科教員の連携

に関する研究 
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令和元年度科学教育振興助成対象 

個別助成 

学校名 都道府県 申請題目 

釧路市立湖畔小学校 北海道 体験的な学習を通して，エネルギーの安定供給についての見方・考

え方を育む。 
北海道函館水産高等学

校 
北海道 新学習指導要領を踏まえた地域の海を撮影できるロボット教育の

推進 
弘前市立相馬中学校 青森県 地域の大地を教材とした地学分野の学習と防災教育 

青森県立名久井農業高

等学校 
青森県 光が海藻の生育と機能性に与える影響 

気仙沼市立面瀬小学校 宮城県 学校ビオトープを活用した理科学習の充実 

宮城県古川黎明中学校 宮城県 中学生による流星電波観測システム構築と運用 ～HRO 及び

VOR-ROを用いて～ 
宮城学院高等学校 宮城県 食用廃油の資源化 タンパク質危機の解決を目指して 

東北学院中学校・高等学

校 
宮城県 モツゴ側線鱗の体色変化とその役割 

宮城県仙台二華高等学

校 
宮城県 日本国内外の水に係わる諸問題に対する調査研究と課題研究の教

育モデルの構築 
秋田県立秋田高等学校 秋田県 高校生による微生物、遺伝子研究の成果の社会への還元 

茨城県立竹園高等学校 茨城県 ＳＤＧｓを指向した科学系部活動におけるグローカルな課題研究

の展開 
茨城キリスト教学園高

等学校 
茨城県 もみ殻から考える地球の未来環境への提言 

栃木県宇都宮市立陽南

中学校 
栃木県 "中学校の授業においてセンサを活用した豊かな思考力形成のため

の STEM教育の実践  
早稲田大学本庄高等学

院 
埼玉県 小学校児童と共に考える環境保護 

大島町立さくら小学校 東京都 児童が自ら実験、観察、考察する理科実験を通した科学的思考の育

成（離島支援申請） 
東京都立科学技術高等

学校 
東京都 廃プラスチックの熱分解によるリサイクル技術に関する研究 

学校法人国際学園 星

槎高等学校 
神奈川県 大貫谷公園における土壌微生物群集 

神奈川県立横須賀高等

学校 
神奈川県 古代生成鉄の元素分析による原料砂鉄の産地推定 

新潟県立新発田高等学

校 
新潟県 自然科学部生物班の研究活動の深化～ミジンコおよびミドリムシ

を題材とした研究～ 
福井県立高志中学校・高

志高等学校 
福井県 模擬人工衛星（缶サット）の挙動制御と構造的工夫に関する研究 

福井県立藤島高等学校 福井県 地域企業と連携した授業づくり～実社会と結びつく授業を目指し

て～ 
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学校名 都道府県 申請題目 

山梨英和学院山梨英和

高等学校 
山梨県 富士山北麓の「 山中のハリモミ林」は消滅するのか 

山梨県立甲府第一高等

学校 
山梨県 小水力発電×エネルギー問題 

長野清泉女学院中学・高

等学校 
長野県 清泉ペンシルロケットの野尻湖打ち上げ実験  ～地域伝統行事と

宇宙科学教育の融合を目指して～ 
長野県飯田養護学校 長野県 知的障害特別支援学校での「いきる」科学教育の実践 

静岡県立韮山高等学校 静岡県 課題研究と科学教室を結びつけたマイクロプラスチック調査 

愛知県立木曽川高等学

校 
愛知県 国の天然記念物「木曽川のイタセンパラ」の保護につながる活動 

三重大学教育学部附属

小学校 
三重県 ドローンを活用した河川防災教育プログラムの開発と実践 

京都市立元町小学校 京都府 プログラミング的思考を育てる理科教育 

学校法人明徳学園 
京都明徳高等学校 

京都府 21 世紀を切り拓く生徒の科学的リテラシーの育成を促す理科授業
プログラムの開発 

京都府立園部高等学校 京都府 生徒の自由な発想による自然科学をテーマとした探究活動ー高大

連携を通して思考力・判断力・表現力を養うための生徒主体の実践

研究ー 
関西大学初等部 大阪府 子どもとともに作るデジタル自然図鑑 

追手門学院大手前中学

校 
大阪府 【SDGs No11 持続可能なまちづくり】盲導犬ロボット「あいドッ

ク」の製作と研究 
東大阪市立弥刀中学校 大阪府 中学生が考える小学校ロボットプログラミングの授業実践～プロ

グラミング教育必修化に向けて～ 
学校法人大阪学園大阪

高等学校 
大阪府 環境 DNAを利用した富山県氷見市内の生物相（絶滅危惧種等）調

査及び生物保全の教育実践活動－次期学習指導要領を見据えた探

究活動－ 
大谷中学校・高等学校 大阪府 実験装置の開発を通してもの作りと自然科学の魅力に触れる 

清風中学校・高等学校 大阪府 シロアリが日本を救う ～間伐材を新たな資源に～ 

大阪府立茨木工科高等

学校 
大阪府 教育ロボットを利用して、ＡＩ（人工知能）のプログラムおよび深

層学習（画像認識）の研究開発とその応用 
神戸大学附属小学校 兵庫県 科学的概念の構築により災害対応力の育成を目指した授業プログ

ラムの開発 ～5年生「流れる水の働きと土地の変化」の実践～ 
仁川学院高等学校 兵庫県 シクロデキストリンのクラブ研究と化学の教材化 

兵庫県立姫路東高等学

校 
兵庫県 電子レンジ内で発生するプラズマの分析－シャープペンシルから

なぜナトリウムの強い輝線が現れるのか－ 
兵庫県立小野高等学校 兵庫県 日本国内に見られるスミレ属の分子系統解析による新たなる分類 

兵庫県立洲本高等学校 兵庫県 ハイブリッドエンジンを用いたモデルロケットの実験 

明石工業高等専門学校 兵庫県 棟梁との対話を通した数学教育と地域貢献 
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学校名 都道府県 申請題目 

国立大学法人奈良女子

大学附属中等教育学校" 
奈良県 ポリフェノールを題材とした化学教材の開発及び探究授業・課題研

究での実践 
奈良県立西和清陵高等

学校 
奈良県 地域の特産品を活用した食品実験の開発 

米子工業高等専門学校 鳥取県 卵殻リサイクルで空中環境を改善する材料を開発する研究 

島根県立宍道高等学校 島根県 「宍道たたら」確立のためのレンガ炉を用いたたたら製鉄操業実験 

島根県立浜田高等学校 島根県 自然科学部の地域の素材・特色を生かした研究の取り組み 

岡山県立玉野高等学校 岡山県 モデルロケットの開発 ～ロケット甲子園出場と全国大会入賞を

めざして～ 
広島市立飯室小学校 広島県 「ゲンゴロウプロジェクト」～わたしたちの飯室に帰ってきて！～ 

広島県立広島国泰寺高

等学校 
広島県 海のおけるマイクロプラスチック汚染指標の作成 

山口県立萩商工高等学

校 
山口県 地域の課題解決を目指した IｏＴ技術の研究・開発 

香川県立多度津高等学

校 
香川県 「ミニ水族館」一般公開による水産生物学習 

新居浜工業高等専門学

校 
愛媛県 遠隔地域へのキャリア教育としての学生主体型出前授業の実施 

土佐塾中学・高等学校 高知県 微小貝から高知県沿岸の環境を考える 

福岡県那珂川市立片縄

小学校 
福岡県 自然事象を説明する子どもを育てる理科学習指導 ～情報の可視

化を位置付けた「対話ユニット」を通して～ 
福岡市立舞鶴中学校 福岡県 西公園のビロウを天然記念物に申請しよう！ 

福岡県立輝翔館中等教

育学校 
福岡県 １６歳の私達に出来ること。～SDGｓを軸とした探究型学習～ 

長崎県立壱岐高等学校 長崎県 「壱岐を知り、壱岐を守る」～海と海洋資源を守り、海を活かした

持続可能なまちづくりを目指して～ 
宮崎県立宮崎工業高等

学校定時制 
宮崎県 工業高校定時制夜間部ものづくり実習に関する研究 

さつま町立盈進小学校 鹿児島県 「思考」と「実感」をつなげる教育活動の実践 

 

プログラム助成（初年度） 

学校名 都道府県 共同実施校 申請題目 

福島県立葵高等

学校 
福島県 

南会津町立荒海中学校 

会津美里町立高田小学校 

(2年次はさらに小学校と中学校

を 2校ずつ追加) 

会津メダカから見る遺伝的攪乱の研究 2 ご当

地メダカを守れ 
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学校名 都道府県 共同実施校 申請題目 

茨城工業高等専

門学校 
茨城県 

日本原子力研究開発機構 

J-PARCセンター 

茨城県立土浦第三高等学校 

仙台高等専門学校 

星のかけらプロジェクト 天体観測から物質科

学までをつなぐ 

千葉県君津市立

北子安小学校 
千葉県 

千葉県立上総高等学校 

君津市立君津中学校 

君津市立南子安小学校 

君津市立貞元小学校 

きみぴょん ESDプロジェクトー持続可能な社会

をめざす児童生徒の育成ー 

富山県高岡市立

南星中学校 
富山県 

高岡市立志貴野中学校 

高岡市立芳野中学校 

高岡市立中田中学校 

外、市中文連科学専門部会所属

中学校 

高岡市内中学校科学部が連携して、共通テー

マや合同活動に生徒が取り組む共同事業 

能登町立鵜川小

学校 
石川県 

能登町立宇出津小学校 

能登町立柳田小学校 

能登町立小木小学校 

能登町立松波小学校 

能登町立能都中学校 

能登町立柳田中学校 

能登町立小木中学校 

能登町立松波中学校 

うかわっ子海洋教育推進プログラム 

岐阜県立大垣北

高等学校 
岐阜県 岐阜県立岐阜高等学校 

環境 DNAを用いた地域の生物モニタリング～

希少生物の保全と外来生物侵入の監視～ 

三重県立桑名高

等学校 
三重県 

三重大学 

京都大学 

名古屋工業大学 

長浜バイオ大学 

全国の大学等研究機関 

宇宙航空研究開発機構（JAXA） 

滋賀県立琵琶湖博物館 

NTN先端技術研究所 

四日市オキシトン株式会社 

こうのとり桑名 

大学等研究機関(今後、調整･依

頼予定) 

全国の大学･大学院で学ぶ本校

卒業生 

三重県教育委員会事務局 

桑名市、四日市市、三重郡等内

の全ての中学校 

未来の最先端科学者育成に向けてのシステム

の開発・実践 ～世代を超えた連携構築を目指

して～ 
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学校名 都道府県 共同実施校 申請題目 

三重県立神戸高

等学校 
三重県 

鈴鹿市立神戸小学校 

鈴鹿市立神戸中学校 

鈴鹿市内各中学校 

鈴鹿医療科学大学 

三重大学 

神戸高校から地域へ～小中高大産をつなぐＳ

ＤＧsの視点からの STEAM教育～ 

大阪府立今宮工

科高等学校定時

制の課程 

大阪府 

大阪府立大手前高校学校定時

制の課程 

大阪府立春日丘高等学校定時

制の課程 

佐賀県鳥栖市立基里中学校 

静岡県沼津市立愛鷹小学校 

国立津山工業高等専門学校 

国立大学法人大阪大学大学院 

「太陽系の星々を教室に」～重力可変装置の

製作と教室での模擬惑星衛星環境実験・研究

と連携～ 

大阪府立堺工科

高等学校定時制

の課程 

大阪府 

大阪産業大学 

プール学院短期大学 

宮城県農業高校 

岩手県立大船渡東高等学校 

堺市立金岡南中学校 

堺市立三原台中学校 

堺市立旭中学校 

堺市立熊野小学校 

科学の力で環境保全と被災地支援 

姫路市立白鷺小

中学校 
兵庫県 

兵庫県立姫路聴覚特別支援学

校 

世界文化遺産姫路城中曲輪バタフライガーデ

ン創造事業 

兵庫県立西脇高

等学校 
兵庫県 

西脇市立重春小学校 

西脇市立西脇南中学校 

自然科学の研究を活用した授業案の作成と、

地域の小中学校や産学との連携事業の推進 

弓削商船高等専

門学校 
愛媛県 上島町立弓削小学校 

高専生による離島における小学生を対象とした

防災・環境教育プログラムの構築 

長崎県立宇久高

等学校 
長崎県 

佐世保市立宇久小学校 

佐世保市立宇久中学校 

長崎県立長崎西高等学校 

長崎県立大村高等学校 

長崎県立五島南高等学校 

五島市立奈留小学校 

五島市立奈留中学校 

長崎県立奈留高等学校 

長崎県立大崎高等学校 

長崎県立上五島高等学校 

海面水位観測アレイ「長崎オリオンネット」 
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学校名 都道府県 共同実施校 申請題目 

熊本高等専門学

校 
熊本県 

北九州工業高等専門学校 

久留米工業高等専門学校 

佐世保工業高等専門学校 

有明工業高等専門学校 

大分工業高等専門学校 

都城工業高等専門学校 

鹿児島工業高等専門学校 

沖縄工業高等専門学校 

高専生・小中学生協働の「地域の理科教育支

援」～高専サイエンス支援ネットと地域のネット

ワークの活用～ 

宮崎県立宮崎北

高等学校 
宮崎県 宮崎県立宮崎海洋高等学校 宮崎近海のマイクロプラスチックの共同研究 

 

意欲的な小学校の先生方を支援するプログラム助成（初年度） 

学校名 都道府県 共同実施校 申請題目 

山形大学学術研

究院 
山形県 

山形県教育委員会 

（山形県教育センター） 

山形市教育委員会 

（山形市少年自然の家） 

山形大学附属小学校 

上山市立南小学校 

資格認証制度を活用した小学校の理科に関す

る専門的資質・能力の育成支援 

山形市理科教育

研究会 
山形県 

山形市立第八小学校 

山形市立滝山小学校 

山形市立桜田小学校 

山形市立大郷小学校 

山形市立大曽根小学校 

実験における「科学的な探究プログラム」の開

発と実践による検証 

犬山市理科授業

改善推進委員会 
愛知県 

犬山市立犬山北小学校 

犬山市立城東小学校 

犬山市立犬山中学校 

犬山市立城東中学校 

Let's モンキーワーク ～動物園と学校の連携

のさらなる充実を目指して～ 

堺市初等教育研

究会理科部会 
大阪府 

堺市立南八下小学校 

堺市立三国丘小学校 

堺市立大泉小学校 

堺市立鳳南小学校 

堺市教育センター 

新学習指導要領、小学校理科の目標を実現す

るカリキュラムづくり～主体的・対話的に児童が

活動する地球領域～ 

西宮市小学校教

科等研究会理科

部会 

兵庫県 

西宮市立甲東小学校 

西宮市立夙川小学校 

西宮市立甲陽園小学校 

西宮市立南甲子園小学校 

を含む西宮市立小学校４１校 

子供たちが主体的に問題解決する力を高める

理科学習目指して ～考えられずにはいられな

い理科学習の創造～ 
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学校名 都道府県 共同実施校 申請題目 

丸亀市立城西小

学校 
香川県 

香川県教育センター 

丸亀市立城乾小学校 

丸亀市立城坤小学校 

丸亀市立城北小学校 

丸亀市立城南小学校 

丸亀市立城東小学校 

丸亀市立城辰小学校 

丸亀市立本島小学校 

丸亀市立飯野小学校 

丸亀市立垂水小学校 

丸亀市立富熊小学校 

丸亀市立栗熊小学校 

丸亀市立岡田小学校 

丸亀市立飯山北小学校 

丸亀市立飯山南小学校 

子どもが進んで問題解決に取り組み、自然観を

豊かにする理科学習を目指して ～理科の見

方・考え方を働かせ、問題を解決するための支

援の工夫～ 

愛媛大学教育学

部 
愛媛県 

愛媛大学教育学部附属小学校 

今治市立乃万小学校 

SDGｓに資する地域人材育成プログラムの開発

と協働支援体制の構築 

 

プログラム助成（２年目） 

学校名 都道府県 共同実施校 申請題目名 

北海道本別高等

学校 
北海道 

北海道教育大学釧路校 

酪農学園大学 

北海道立教育研究所附属理科

教育センター 

本別町立本別中央小学校 

本別町立勇足小学校 

本別町立仙美里小学校 

本別町立本別中学校 

本別町立勇足中学校 

学校種間連携による地域の理科教育の振興～

児童生徒の思考力や創造性を育む協働体制

の構築～ 

仙台高等専門学

校 
宮城県 

茨城工業高等専門学校 

福島工業高等専門学校 

福島県立安積黎明高等学校 

福島県立新地高等学校 

茨城県立土浦第三高等学校 

３高専連携による地域の子供達のための天体

観測会「常磐線沿線観測会」の開催と， そこに

おける電視天体観望システムの構築 

福島県立新地高

等学校 
福島県 

福島県立福島高等学校 

福島県立安積黎明高等学校 

茨城県立土浦第三高等学校 

ペーパークラフト立体核図表：復興支援教育教

材の FUKUSHIMAからの発信 

東松山市立市の

川小学校 
埼玉県 嵐山町立菅谷小学校 

「豊かな自然を守る」小学校アライアインス・プロ

ジェクト －「点」から「線」へ－ 
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学校名 都道府県 共同実施校 申請題目名 

埼玉県立蕨高等

学校 
埼玉県 

埼玉県立越谷北高等学校 

埼玉県立川越女子高等学校 

埼玉県立熊谷西高等学校 

埼玉県立坂戸西高等学校 

埼玉県立越ケ谷高等学校 

埼玉県立春日部高等学校 

埼玉県立所沢西高等学校 

埼玉県立浦和高等学校 

埼玉県立羽生実業高等学校 

埼玉県立自然の博物館 

埼玉県立川の博物館 

埼玉県環境科学国際センター 

日本獣医生命科学大学 

高校生ネットワークを活かした広域モニタリング

調査および生物多様性保全についての研究 

銚子市立銚子中

学校 
千葉県 

銚子市内中学校 

銚子市立双葉小学校 

銚子市立銚子高等学校 

銚子市内小学校（清水小、飯沼

小、明神小、本城小、春日小、高

神小、海上小、船木小、椎柴小、

豊里小、豊岡小、双葉小） 

千葉科学大学 

小中高大地域連携による理科学習プログラム

の実践 

台東区立忍岡小

学校 
東京都 台東区立上野中学校 

海とつながる～自分たちの生活とつながる海に

ついて調べよう～ 

長野市立柳町中

学校 
長野県 長野工業高等専門学校 

ガソリンエンジンと電気モータのエネルギー消

費率を基に未来の自動車社会を構想する中学

校の授業 

岐阜県立大垣西

高等学校 
岐阜県 

岐阜県立不破高等学校 

関ケ原町立今須小中学校 

垂井町立不破中学校 

垂井町立岩手小学校 

垂井町立合原小学校 

小中高が一体となった岐阜県西濃地区におけ

る在来タンポポの保護活動を通した環境教育 

三重県立伊勢高

等学校 
三重県 

皇學館大学 

伊勢市教育委員会 
「伊勢志摩版循環型連携モデル」の構築 

三重県立津西高

等学校 
三重県 

三重大学大学院 

三重大学教育学部附属小学校 

津市立西が丘小学校 

鈴鹿市内の中学校 

小中高大の連携により「科学する心」を育む『津

西サイエンス・パートナーシップ・プログラム（津

西 SPP）』及び、協働し課題解決する力を養う

『地域をテーマにした課題研究』 

京都市立京都工

学院高等学校 
京都府 

京都市立深草小学校 

京都市立稲荷小学校 

京都工芸繊維大学 

摂南大学 

京野菜を用いた色素増感太陽電池による高小

連携エネルギー教育教材の開発 
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学校名 都道府県 共同実施校 申請題目名 

倉敷市立新田中

学校 
岡山県 

笠岡市立神島外中学校 

津山市立津山東中学校 

赤磐市立吉井中学校 

総社市立総社中学校 

岡山市立御南中学校 

岡山大学教育学部附属中学校 

岡山大学 

対象とする自然の事物・現象の疑問を解決する

ために必要な情報を抽出する能力の育成 

大牟田市立明治

小学校 
福岡県 

大牟田市立吉野小学校 

大牟田市立玉川小学校 

大牟田市立上内小学校 

大牟田市立中友小学校 

見つめ、守り、未来へつなごう！大牟田の川と

有明海の自然・環境（２年目） 

希望が丘学園鳳

凰高等学校 
鹿児島県 

南さつま市立坊津学園 

阿多小学校 

南九州市立川辺中学校 

ダイナミックラボ 

STEM教育の実践を通じた地域密着型プラット

フォームの実現 

 

意欲的な小学校の先生方を支援するプログラム助成（２年目） 

学校名 都道府県 共同実施校 申請題目名 

小樽市立銭函小

学校 
北海道 

小樽市立花園小学校 

小樽市立桜小学校 

小樽市立望洋台小学校 

小樽市立幸小学校 

子どもの自然観を育む、親子体験教室の実施 

宮城教育大学 宮城県 

大崎市教育委員会 

大崎市立小学校２５校 

宮城教育大学附属小学校 

宮城県名取高校 

理科学習で指導が難しいと感じるところを解決

する試み ～事前に行った先生アンケート結果

に基づいた研修の試み～ 

三島市立中郷小

学校 
静岡県 

三島市立南小学校 

三島市立東小学校 

三島市立徳倉小学校 

三島市立西小学校 

三島市立中郷中学校 

三島市立南中学校 

「三島市理科教育推進チーム」を中核とする持

続可能な小学校若手教員の 理科授業力向上

計画 

神戸市小学校教

育研究会理科部 
兵庫県 神戸市立雲中小学校 

実感を伴った問題解決学習を通して，理科の

学習に意欲的に取り組む神戸の児童を育て

る。 
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学校名 都道府県 共同実施校 申請題目名 

姫路市小学校教

育研究会理科部

会 

兵庫県 

姫路市立山田小学校 

姫路市立安室東小学校 

姫路市立伊勢小学校 

姫路市立香呂南小学校 

姫路市立旭陽小学校 

姫路市立船津小学校 

他 姫路市立小学校・義務教育

学校・特別支援学校 計７０校 

自然とひたむきに向き合い自然に感動する人

間性を育む理科教育 

中国学園大学 岡山県 

井原市立出部小学校 

小田郡矢掛町立中川小学校 

岡山市立伊島小学校 

総社市立総社中央小学校 

井原市立稲倉小学校 

論理的思考力を育てるための小学校理科用

「プログラミング教育用教材パッケージ」の開発 

今治自然科学教

室 
愛媛県 

今治市立乃万小学校他 

今治市内全小中学校 

（小学校 40校、中学校 15校 

※乃万小学校を含む） 

自然科学分野において、児童生徒の興味・関

心を高め、教員の指導力向上を目指す取組 

小郡市立味坂小

学校 
福岡県 

小郡市立御旗小学校、高等教育

コンソーシアム久留米（久留米高

専、久留米大学、久留米工業

大、聖マリア学院大学、久留米信

愛短期大学）小郡市、小郡市教

育委員会、ＩＣＴ関連民間企業

（福岡県およびその近郊） 

触れて納得！ 作って理解！ ワクワクいきい

き情報教育 －小規模小学校の特色を活かし

産学官及び地域が密接に連携した実践的 ICT

活用教育－ 

鹿児島大学教育

学部 
鹿児島県 

鹿児島大学教育学部附属小学

校 

鹿児島市立田上小学校 

南種子町立長谷小学校 

奄美市立赤木名小学校 

鹿児島市立科学館 

少人数学級・複式学級に対応する理科指導力

の育成・向上プログラムの 開発 
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