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関節炎における
破骨前駆細胞の同定と解析
医学系研究科

教授

石井

免疫細胞生物学

優

特徴・独自性
骨を破壊する破骨細胞は、骨髄内で生理的な骨リ
モデリングに関わる一方、関節炎では骨を外側から
破壊する。これまで数多くの研究が、骨髄や脾臓の
破骨前駆細胞の同定を試みてきたが、関節組織にお
ける探索は行われてこなかった。今回我々は、関
節炎モデルマウスより独自の関節組織を採取する
プロトコールを編み出すことで、関節炎の病変部
である炎症滑膜を単離することに成功した。この
プロトコールを用い、炎症関節組織には、病的に
骨を破壊する 悪玉破骨細胞 へと変化する特殊
なマクロファージ（悪玉破骨前駆細胞）が存在す
ることを突き詰め、これを arthritis-associated
osteoclastogenic macrophage; AtoM（アトム）
と命名した。さらに網羅的な遺伝子発現を調べるこ
とで、AtoM が FoxM1 と呼ばれる転写因子により
部分的に制御されていることが示され、FoxM1 の
阻害薬がマウスにおいても、関節リウマチ患者さん
の関節液から採取した細胞においても、破骨細胞へ
の分化を阻害することが明らかとなった。

社会実装と実用化への可能性
病的な破骨細胞が発生する過程が詳細に解き明か
されたことで、関節の表面に形成される病的な破骨
細胞をターゲットとする新たな治療法の開発が期待
される。

特

許

PCT/JP2019/043057 関節炎治療剤

論

文

Identiﬁcation of a Novel Arthritis-Associated Osteoclast Precursor Macrophage Regulated by
FoxM1. Nat Immunol, 20 (12), 1631-1643. Dec 2019

参考 URL
キーワード
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http://www.icb.med.osaka-u.ac.jp/index.html
関節リウマチ、関節炎、破骨細胞
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がん免疫療法効果予測診断法の開発
医学系研究科

特任講師

呼吸器・免疫内科学

岩堀

幸太

特徴・独自性
岩堀特任講師の研究グループは、T 細胞とがん細
胞株両方に結合する分子 BiTE を用いて、非小胞肺
がん患者の治療前末梢血中の T 細胞のがん細胞株に
対する傷害活性を測定することにより、抗 PD-1 抗
体の治療効果を予測できる可能性を見出した。
近年、抗 PD-1 抗体などの免疫チェックポイント
阻害剤を用いたがん免疫療法の有効性が明らかにな
り、様々ながんに適用が広がるとともに新たな免疫
チェックポイント阻害剤の開発も進んでいる。しか
しながら、すべての患者さんに免疫チェックポイン
ト阻害剤の効果がみられるというわけではないた
め、効果が期待できるかどうかを治療前に把握する
ことは重要であるが、現状の PD-L1 染色診断法で
は 45% 程度しか奏功を予測できない。しかし、本
診断法では、実験段階では 100% の高確率で診断
が可能である。また、末梢血で診断可能なことから、
患者への負担も軽く競争優位性がある。

社会実装と実用化への可能性
各製薬メーカーは免疫チェックポイント阻害剤の
コンパニオン診断薬開発を急ピッチで進めている
が、現状効果的な製品の上市はない。コンパニオン
診断薬の市場は、
世界規模で 284 億円（2016 年度）
に達しており、また、年々増加傾向を示し、注目度
は高い。本研究はＶＣの支援を受けて進めているが、
研究のスピードも早く、ベンチャー起業を含めた事
業化は現実味を帯びている。

特

許

論

文

参考 URL
キーワード

特許 PCT/JP2018/024770 号：末梢血Ｔ細胞の腫瘍細胞傷害活性を指標とする腫瘍免疫療法の効果予
測診断法（登録日 2018 年 6 月 29 日）

https://resou.osaka-u.ac.jp/ja/research/2019/20190222̲1
コンパニオン診断、免疫療法、免疫チェックポイント阻害剤
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材料科学の視点をとりいれた
臨床看護技術
医学系研究科

教授

大野

保健学専攻

ゆう子

研究員

岡田

忠夫

特徴・独自性
高齢の寝たきり者や重症心身障害者など、ベッド
や、畳に敷いたふとんに臥床している方々は、栄養
面、運動面、日光浴不足などから、皮膚が傷つき易く、
骨の強度も低い方が多い。そのため、例えば褥瘡予
防に必要な体位変換や生活上必要な移動時には、豆
腐を包むように軟らかく、移動の応力に対し豆腐容
器のようにそれなりの強度を有する、ある時は軟ら
かくある時は硬い看護・介護用具が便利である。
大野研究室では、看護・介護の知見と材料科学
の知見を融合し、ヒトの体温付近で硬軟変化する
チューインガム材料、具体的にはポリ酢酸ビニルを
用いた身体ホルダーを開発した。ポリ酢酸ビニルは
ガラス転移温度が 28℃であり、湯たんぽ使用時に
注意が呼びかけられている低温やけどの懸念はな
い。

１：緩衝材
２：断熱材
３：軟質の袋様容器
４：ポリ酢酸ビニル
５：加熱冷却装置
Ｋ：寝たきり者、重症心身障碍者など

ソーシャルイノベーション

社会実装と実用化への可能性
身体ホルダーは、寝たきり者の下に敷き込む必要
があり、寝たきりの方々の身体を浮かせ、その下に
物体を敷き込むには、更に別の技術が必要である。
大野研究室では、身体ホルダーと共に、身体リフ
トシステムの技術も開発し（WO2019-027037）
、
該特許の敷き込み技術と合わせ、企業パートナーを
募りつつ、寝たきり者や重症心身障害者の QOL の
向上を目指している。

タオル
：１& ２
白い物体 ：３＆４
黒いシート：５

乳児人形：Ｋ
タオル ：４と共に変形
白い物体：４を加熱＆冷
却により変形
＆固化

数字（１〜５）は上図の層形成部材に対応

特

許

論

文

参考 URL
キーワード
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WO2018-012548（身体ホルダー、及びその使用方法）
（関連特許）WO2019-027037（身体リフトシステム、及び身体リフト方法）

http://sahswww.med.osaka-u.ac.jp/˜fnmet/index.html
看護、介護、寝たきり者・重症心身障碍者の補助具（体位固定・体位変換・移動）
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血管透過性を制御する新機序で作用する
抗炎症薬
薬学研究科

医療薬学

岡田

准教授

欣晃

特徴・独自性
炎症疾患の病態は、①病原体への暴露、②血管・
免疫系の活性化、③炎症性サイトカイン産生、④血
管透過性亢進、のプロセスを経て誘導される。これ
まで①〜③のプロセスを抑制する治療薬として、抗
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生物質、ステロイド、抗サイトカイン・受容体抗体
などが開発されてきたが、これらを組み合わせても
治療できない疾患は多い。そこで我々は、いまだ治
療戦略の存在しない「④血管透過性亢進」を抑制し
うる新機序薬の開発を進めている。本治療薬は、炎
症時の血管透過性亢進を抑制する蛋白質 Robo4 を
標的とする。開発した新しい炎症疾患治療薬は、単
剤での効果はもちろん、他治療薬との併用による相
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乗的な効果も期待される。

社会実装と実用化への可能性
我々が開発する炎症治療薬の標的分子 Robo4 は、
血管内皮細胞どうしの結合を強め、炎症下の血管透
過性を下げる。この効果により、炎症時の血液細胞
や成分の血管外漏出を防ぎ病態を緩和する。血管を
標的とするため、病原体の種類によらず炎症抑制効
果を示す。実際、マウスを用いた実験において、敗
血症（全身性急性炎症）を含む、広範な炎症病態を
抑制することを証明している。このように Robo4
を標的とする血管透過性抑制薬は、広範な炎症疾患
治療効果を有する「第４の炎症疾患治療薬」として
の実用化が見込まれる。

特

許

論

文

参考 URL
キーワード

The Robo4-TRAF7 complex suppresses endothelial hyperpermeability in inﬂammation. J Cell
Sci. 2019; 132(1). pii: jcs220228. doi: 10.1242/jcs.220228.
https://seimeijohokaiseki.wixsite.com/tanpaku/vascular-biology
血管内皮細胞、Robo4、血管透過性、炎症性疾患
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救急医療データベースと
救急度判定アプリ
高度救命救急センター

医員

片山

祐介

特徴・独自性
阪大救急医学教室は大阪府と共に、大阪府内の救
急搬送全件の詳細データベースである ORION シ
ステムを開発、運用中であり、年間 40 万件、累計
100 万件以上のデータが、搬送前の状況、搬送後の
病院での処置データとともに蓄積されている。この
データベースを活用すれば、都道府県レベルの救急
医療の実態が詳細に解析可能であり、救急医療体制
の最適化等様々な応用が考えられる。
また、片山医師は、一般市民が子供の急な病気や
ケガの際に症状の緊急度を判定し、適切に「救急車
要請」や「医療機関受診」を行えるアプリケーショ
ンを研究・開発し、2015 年 9 月から運用しており、
本アプリで構築されたアルゴリズム（特許登録済）
等を応用し、更なる社会貢献を目指している。
本アプリは、2016Mobile Project Award 社会
貢献賞や 2016MCPC 特別賞を受賞する等、社会貢
献度が高く評価されている。
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ORION データベースのデータからは、救急医療
状況を詳細に解析可能であるだけでなく、疾病の流
行状況の把握なども可能であり、医療システムの最
適化に向けた様々な応用が考えられる。また、救急
度判定アプリは、近年特に増加が著しい訪日外国人
向けなどへの応用や、企業の保険組合などへの適用
が想定される。
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救急度判定アプリケーション

特

許

WO2017/154711

論

文

片山祐介、嶋津岳士、溝端康光、北村哲久．ICT を活用した地域網羅的救急患者レジストリによる緊急度
判定プロトコルの妥当性に関する研究．救急救命 2018; 20(2): 28-31.

参考 URL
キーワード
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http://www.osaka-u-taccc.com/index.html
救急、医療、アプリケーション
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ATP 合成酵素活性化剤による新規
ミトコンドリア病治療法の開発
大学院医学系研究科・医化学講座

助教

加藤

久和

特徴・独自性
加藤助教らのチームが研究対象とする心臓は、刻
刻と変化する全身の循環血液需要に対応して即座に
適応しなければならず、全身の臓器の中で最もエネ
ルギー（ATP）を消費する臓器である。加藤助教ら
は近年、心臓のエネルギー代謝を解析する重要な技
術として生きた心臓の ATP 動態の可視化方法を確
立した。これまでは細胞破砕後しか測れなかった細
胞内 ATP 量を、
生きた細胞で測定できる方法である。
この技術を駆使して、ミトコンドリアにおける ATP
産生の調節分子「G0S2（ジーゼロエスツー）」を
新たに同定し、G0S2 が ATP 合成酵素を調節して
ATP 産生を上昇させ臓器保護的に働くことを明らか
にした。

社会実装と実用化への可能性
G0S2 は、ミトコンドリアの機能不全により ATP
産生が障害される疾患の治療標的になると考え、ミ
トコンドリア病の新たな治療法の開発に着手した。
ミトコンドリア病は、その患者数が 10 万人に数人
の希少難病だが、未だ根本的な治療法は存在せず、
革新的な治療法の開発が期待される。G0S2 タンパ
ク質の「量を増やす」薬剤のスクリーニングにより、
「G0S2 の量を増やし」、「ATP 産生を上昇」させる
ヒット化合物を見出した。現在はヒット化合物の最
適化と動物モデルでの薬効評価を進めている。

特

許

論

文

参考 URL
キーワード

Kioka, K., Kato, H. et al. Proc Natl Acad U S A 2014;111(1):273-8
Kamikubo, K., Kato, H. et al. J Biol Chem 2019;294(40) 14562-14573
大阪大学大学院医学系研究科・生命機能研究科

医化学講座

http://medbio.sakura.ne.jp/

ミトコンドリア病、ATP 合成酵素、エネルギー代謝、G0S2
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生体型同期機能を活用した微弱バイタル
サインのマルチ検出ユニット開発
産業科学研究所

神吉

准教授

輝夫

特徴・独自性
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神吉准教授の研究グループの ゆらぎ発信器 （日米で
特許取得済み）技術は、
神経振動子を小型デバイス化（図１）
したものであり、ノイズに埋もれた微弱な信号をゆらぎ発
振器と同期させることにより未知の外部信号を広範囲な周
波数帯で高感度に検出ことができることが特徴である。
閾値（コンパレータ）と過渡応答器を持つ素子にノイズ
を重畳させると生体リズム、例えば心拍や脳波などのゆら
ぐリズムと同じ働きをする（図２）
。生体リズムと同様の
特性を持つゆらぎ発振器は、生体リズム検出と相性が良く、
ノイズに埋もれた微弱バイタル信号を検出できる。従来は
独立成分分析、ロー / ハイパスフィルター、ロックインア
ンプがあるが、いずれも周波数範囲が限定され複雑なプロ
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(c)

らなる小型化・省力化が可能である。微弱バイタルサイン
の取得に適しており、ウェアラブルデバイス市場への展開
を想定する。様々な知識や情報が共有され今までにない新
たな価値を生み出す Society5.0 の一助となり、特にヘル
スケア・医療分野への波及効果は大きいと期待される。
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許

PCT/JP2016/074623【日、米、伊】、特許第 4875161 号（日本）、登録番号：8,089,321（米国）

論

文

Appl. Phys. Exp. 1, 088002(1-3) (2008).

キーワード

https://www.niro.or.jp/pdf/2017seedspdf/05̲ﬂuctuation̲oscillator.pdf
微弱バイタルサイン検出、1/f ゆらぎ、確率共鳴





ࣇࣛࢵࢺ

特

参考 URL

018

ࣆ࣮ࢡⅬ

ϭͬĨ

㢮ఝ

9ROWDJH P9

実例として、既に脳波の微弱信号検出に成功し、実用化
への準備は整っている。ゆらぎ発振器の単純な構成上、さ

(a)

9ROWDJH P9

社会実装と実用化への可能性

(a)

,QWHQVLW\ DX

信号検出の大きな一助となることが期待される。
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グラム化、大型機器というデメリットがあった。ゆらぎ発
振器は、単純な構成であり、生体信号調和性が良いため、
既に微弱脳波の検出にも成功している。本研究をさらに深
化させることにより、従来用いている上記微弱信号検出よ
りも高感度化が期待できる。同期機能により外部信号を検
出するメリットは、安定した検出を可能にし、将来の微弱
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Wnt シグナルを基盤とした
抗がん剤開発
医学系研究科

教授

菊池

分子病態生化学

章

特徴・独自性
Wnt シグナルは動物の発生に必須なシステムで
あり、出生後に異常があるとヒトではがんが生じる。
Wnt シグナルを制御する分子を標的として抗がん剤
開発が約 20 年間行われてきたが、未だに成功例は
ない。そこで、私共は視点を変え、Wnt シグナルが
制御する分子を標的として抗がん剤開発を行ってい
る。これまでに私共は、CKAP4 を Wnt シグナルが
発現誘導する分泌タンパク質 Dickkopf(DKK) の新
規受容体として見出した。また、Arl4c と GREB1
を Wnt シグナルが直接発現を誘導する分子として
見出した。これら 3 つの分子は、膵がんや肺がん、
肝がん、大腸がん、肝芽腫の悪性化に関与すること
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が臨床的に確認され、がん治療の標的と成り得るこ
とが示されている。

社会実装と実用化への可能性
現在私共は CKAP4 に対しては抗体医薬品の開発
を、Arl4c と GREB1 対しては核酸医薬品（アンチ
センス核酸、ASO）の開発を行い、動物実験で抗腫
瘍効果を確認した。さらに、血清 CKAP4 値は膵が
ん患者で高値であること、ASO は、ドラッグデリ
バリーシステムを使用せずに皮下投与するだけで、
肝腫瘍の増殖抑制効果を示すことを確認した。非臨
床の POC データは揃っており、製薬企業等の協力
を得て実用化に向かう段階に到達している。
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特

許

CKAP4 を標的分子とした抗腫瘍剤（日本、米国で成立）
、他 6 件出願中

論

文

GREB1 induced by Wnt signaling promotes development of hepatoblastoma by suppressing TGFb
signaling. Nat Commun. 2019 Aug 28; 10(1): 3882. doi: 10. 1038/ s41467-019- 11533- x. ）他

参考 URL
キーワード

http://www.med.osaka-u.ac.jp/pub/molbiobc/
Wnt シグナル、分子標的治療、抗体医薬、核酸医薬、CAKP4、Arl4c、GREB1
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過硝酸溶液を用いた安全・確実な
世界初の殺菌手法
工学研究科

アトミックデザイン研究センター

北野

准教授

勝久

特徴・独自性
過硝酸（HOONO2）溶液を用いた世界初の殺菌
手法を提案する（特許権利化済）。本手法は高い殺
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菌力を有するが、短時間で無毒化するために様々な
殺菌応用が考えられる。芽胞菌を数秒で無菌化でき、
原液を 3000 倍希釈してもオキシドール（過酸化水
素 3%）相当の殺菌力を有する。殺菌活性の半減時
間は温度に依存し、氷冷で数時間、室温で数分、体
温で数秒程度であり容易に無毒化される。従来の殺
菌薬と比較して高い殺菌力と素早い無毒化という特
徴を兼ね備えている。

社会実装と実用化への可能性
過硝酸は数種類の薬品を特定の条件下で混合する
事で化学合成が可能であり、様々なタイプの合成装
置も開発済みである。過酸化水素 3% 相当の薬液を
製造する原材料コストは 1 円以下であり、過酸化水
素で 10,000% 相当の薬液も合成可能である。過酸
化水 1,000% 相当の薬液でも動物実験で安全性は実
証されている。殺菌力と安全性の比に優れたユニー
クな特徴を有した殺菌剤として、医療機器、人体の
殺菌のみならず食品、農業分野での応用も進めてい
る。複数の企業が参画するコンソーシアムを構築済
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連携して進めることで低コストにて研究開発が可能
である。

特

許

特許第 6087029 号、US 10,499,648、EP 15837245.8

論

文

S. Ikawa, A. Tani, Y. Nakashima, K. Kitano, J.Phys. D: Appl. Phys. 405401 (2016)

キーワード
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過硝酸、殺菌、消毒、滅菌
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過硝酸溶液を用いた安全・確実な世界初の殺
菌手法

みであり、個別の課題に加えて、共通課題の解決を

参考 URL
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工学研究科

教授

情報通信

再生医療製品製造に向けた
細胞製造コトづくり拠点
生命先端工学専攻

紀ノ岡

正博
⏕་⒪ᢏ⾡⏘ᴗ䛻䛚䛡䜛䝟䝑䜿䞊䝆ᡓ␎

特徴・独自性
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紀ノ岡研究室では、再生医療・組織工学を主とし
た領域にて、細胞・組織製品の製造にかかわる技術
構築や、細胞・組織を活かした技術構築を行ってい
る。再生医療に資する細胞製造は、多様な技術領域
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そこで、細胞製造コトづくり拠点では、
「細胞製
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䝕䞊䝍
䠄✚䠈ゎᯒ䠈ண 䠅
なるモノづくり（技術開発）ルールづくり（標準化）
、
再生医療技術普及のための新しいバリューチェーン
ヒトづくり（人材育成）を同時に行うことで、社会
「次なる展開にはメディカルチェーンとの連携が
実装を意識した産官学連携拠点を形成することを目
不可欠」
%36(

新規技術の開発（モノづくり）と同時に使用ガイ
ドライン等の構築（ルールづくり）を企業が協働し、
ユーザー側に情報共有すること（ヒトづくり）で、
迅速な市場導入を目指す仕組みを形成する。
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社会実装と実用化への可能性
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指す。特に、細胞製品の品質変動を最小限にとどめ
る安定した工程構築を目指し、細胞製造に関する技
術バリューチェーンを、原材料調達、工程管理、品
質管理、治療まで一貫した技術構築を目指す。
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現在までの成果概要
「誰でも何処でも可能な安定化技術：神の手／神
の目から普通の手／普通の目へ」

特

許

特開 2019-129713 多能性幹細胞の継代培養方法、他多数出願済

論

文

Masahiro Kino-oka, Manabu Mizutani, and Nicholas Medcalf: Cell manufacturability
Gene Therapy Insights Vol.5, No.10, pp.1347‒1359 (2019).

参考 URL
キーワード

, Cell &

http://www.bio.eng.osaka-u.ac.jp/ps/indexj.html
再生医療技術、細胞製造性、コトづくり、エコシステム、バリューチェーン
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不妊治療効率向上を目的とした月経周期
ごとに子宮着床能を評価する装置の開発
医学系研究科

教授

木村

産科学婦人科学

正

助教

中村

仁美

特徴・独自性
日本は生殖補助医療の年間実施件数が世界で一番
多い国の 1 つである。2016 年における年間総出生
児数に対する生殖補助医療により出生した児の割合
は 5.4% に到達した。現在の生殖補助医療の治療効
率を向上させるためには現在ブラックボックスであ
る受け入れ側の子宮の着床能を前方視的に評価し、
その周期ごとの治療方針に反映させなければならな
い。これまでそのような装置はなかった。我々の基
礎研究において発見した知見を診断機器に応用し、
できる限り既存の医療機器を用いて行った臨床研究
において、ヒトにおける基礎概念実証を行った。

社会実装と実用化への可能性
実用化のために最終設計したセンサー付き子宮腔
内カテーテルの性能評価、自然月経周期内における
変動について経産婦ボランティア被験者を対象とし
た臨床研究にて検討予定 (EDUR study)。
既存技術を新規効能のために改良したものであり、
国内外に他に競合するものがない。

特

許

腟評価装置及び子宮評価装置 PCT/JP2015/001708 , US 15/129,783 他 1 件

論

文

Vaginal bioelectrical impedance determines uterine receptivity in mice.
Hum Reprod. 2018. 33(12):2241-2248 他

参考 URL
キーワード
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難治性アレルギー疾患に対するセマフォリンをターゲット
とした病態解明および新規治療法の開発
医学系研究科

教授

呼吸器免疫内科学教室

熊ノ郷

淳

特徴・独自性
セマフォリンは神経軸索のガイダンス因子として
発見された分子であり、近年血管新生や腫瘍浸潤、
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術やステロイドの内服療法が行われているが、易再
発性や治療副作用の観点から病態解明および新たな
治療法の確立が重要である。
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免疫への関与とその機能は多岐に渡ることが報告さ
れている。またアトピー性皮膚炎や気管支喘息など
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様々なアレルギー疾患との関連についても報告され
ている。
一方、好酸球性副鼻腔炎は慢性副鼻腔炎の 1 種
であり膿性鼻汁・鼻閉・嗅覚障害を症状とする。国
民の約 20 万人が罹患しており、そのうち 2 万人前
後が中等症から重症とされる。気管支喘息を合併す
ることも多く、QOL を著しく低下させることから、
厚生労働省から指定難病とされている。治療法は手

ٹ崣嵆崽崑嵒嵛峕峙ളਯ峘崝崾崗嵑崡岶岬峴

(&56؟ૉਙౢ࿀ᒷ༇
ඪ২
1(&56؟శૉਙౢ࿀ᒷ༇
2WKHUV؟峇峘ౢ࿀ᒷႈ೩
+&؟ଞ

͍

ฉ6(0$'岶ટ峉峃૽સ؟ഷଵ峢峘৷
ٹ

ฉ6(0$'峙ഷଵຜཝ峕৷峁්ૌਙ峼ᕓਤ峃峵

ٹ

්ૌਙ峘ᕓਤ峕ൣ岮岝ૉ岶ଂਚ峕峁峮峃岹峔峵

$QQ5KHXP'LV$XJ   

ૉ૨

ૉ峘峼ઍಔ峕
ഷଵ

社会実装と実用化への可能性

特

論

嵆崎崡峕ৌ峃峵6(0$'রਮಿ৬峘ଖ
 ٹૉਙౢ࿀ᒷ༇嵆崎崡峕6(0$'রਮಿ৬峼ଖ峃峵峒
༇ඪ岶ൠ峃峵
ౝ











 ౝ

29$ٔ$VSHUJLOOXVSURWHDVH峼৽࿀ଖ
6(0$'ಿ৬峼৽ૌর峕ଖ

崛嵛崰嵕嵤嵓ಿ৬

6(0$'ಿ৬
࿀ᒷຸཱིัর
,/෯২ SJPO

カーとして有用であることが報告されている。また
セマフォリン中和抗体の効果を評価するために複数
の臨床試験が行われており、多様な疾患に対する新
規治療法として期待されている。

࿀ᒷຸཱིัরૉਯ

血清セマフォリン濃度は様々な疾患のバイオマー

࿀ᏻ

許

文

参考 URL
キーワード

Kang S, Kumanogoh A.et al. Semaphorin 6D reverse signaling controls macrophage lipid metabolism and anti-inﬂammatory polarization.
Nat Immunol. 2018 Jun;19(6):561-570.
Hosen N, Kumanogoh A.et al. The activated conformation of integrin β 7 is a novel multiple myeloma-speciﬁc target for CAR T cell therapy.
Nat Med. 2017 Dec;23(12):1436-1443.
Tsuda T, Kumanogoh A.et al. Pathological and therapeutic implications of eosinophil-derived semaphorin 4D in eosinophilic chronic rhinosinusitis.
J Allergy Clin Immunol. 2020 Jan 16. pii: S0091-6749(19)32598-9.
http://www.imed3.med.osaka-u.ac.jp/
セマフォリン、アレルギー制御、喘息、アトピー、好酸球性副鼻腔炎
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ウイルス人工合成技術を用いた腸管感染症
ワクチン、ガン治療ワクチンの開発
微生物病研研究所

小林

准教授

剛
ேᕤྜᡂ
ಁ㐍ᅉᏊ

小林研究室では、独自に開発したウイルス人工合
成技術を用いて、新規ワクチンや経口投与可能なウ
イルスベクター、腫瘍溶解性ウイルスの研究開発を
行っている。
ロタウイルスは乳幼児に下痢や嘔吐を引き起こす
ウイルスで、開発途上国では、ロタウイルス感染に
よって死亡する乳幼児が多く存在している。現在、
弱毒化した生ワクチンが世界的に利用されており、
ロタウイルスによる乳幼児の死亡率低下に貢献して
いる。一方で、感染力が強く、容易に拡大するロタ
ウイルスには、より安価で予防効果を向上させた新
規ワクチンの開発も望まれている。小林研究グルー
プは、ロタウイルスの 11 分節の RNA ゲノムを発
現するプラスミドに加えて、ウイルスの人工合成を
促進する 2 種類の因子を利用し、組換えロタウイル
スの人工合成技術の開発に成功した。この技術は、
新規ワクチンの開発はもちろん、そのベクター機能
を活用して、粘膜免疫を効果的に誘導できる経口投
与型のドラック・デリバリー・システムとしても応
用が可能である。
また哺乳類レオウイルス（MRV）は、腫瘍細胞で
選択的に増殖し、腫瘍細胞を溶解することから、頭
頸部癌、乳癌、膵臓癌等の治療を目的とした、腫瘍
溶解性ウイルスとしての研究が進んでいる。MRV
の人工合成技術を導入・駆使することで、より安全
で治療効果の高い腫瘍溶解性 MRV の開発が可能と
考えられる。

特

論
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新規ロタウイルスワクチン開発
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腫瘍溶解性レオウイルスベクターの開発

許

WO2018062199A1 他、出願済

文

・Kanai Y, Kawagishi T, Matsuura Y and Kobayashi T. In vivo live imaging of oncolytic mammalian
orthoreovirus infection in tumor xenograft mice. Journal of Virology, 2019, 93:e00401-19.
・Kanai Y, Kawagishi T, Nouda R, Onishi M, Pannacha P, Nurdin JA, Nomura K, Matsuura Y, Kobayashi T.
Development of stable rotavirus reporter expression systems. Journal of Virology, 2019, 93:e01774-18.
・Kanai Y, Komoto S, Kawagishi T, Nouda R, Nagasawa N, Onishi M, Matsuura Y, Taniguchi K and Kobayashi T.
Entirely plasmid-based reverse genetics system for rotaviruses. Proceedings of National Academy of
Sciences, U. S. A., 2017, 114:2349-2354.

参考 URL
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http://www.biken.osaka-u.ac.jp/laboratories/detail/16
ロタウイルス、レオウイルス、人工合成、ワクチン、ウイルスベクター、癌治療

ライフサイエン ス

ライフサイエンス

体内で多量の水素が発生する
シリコン製剤
産業科学研究所

教授

小林

光

特徴・独自性
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シリコン製剤を経口摂取した場合、胃酸のため
酸性となる胃内では反応せず、pH 〜 8.3 の膵液が

ⓑෆ㞀

間反復経口投与毒性試験等において、異常は発生し
ていない。

ಊຼߙԿ

ࠐਹଝউ

分泌される腸内で水と反応して、水素が発生する。
右図に示すように、腸内擬似環境下（pH 〜 8.3、
36℃）
、水素発生は 24 時間以上持続して、1g のシ
リコン製剤から 400mL 以上の水素が発生する。水
素は腸内で効率よく吸収され、体内を循環して各器
官での代謝等で常時生成するヒドロキシルラジカル
を消滅させる。その結果、酸化ストレス性の種々の
疾病を防止できる。シリコン製剤から発生する水素
のみが吸収され、シリコン製剤自体は吸収されない
ため、副作用は起こらない。シリコン製剤の 91 日
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大阪大学大学院医学系研究科との共同研究で行わ
れたマウスやラットを用いる動物実験において、慢
性腎不全やパーキンソン病等、酸化ストレス性の疾
患を防止できることが見出されている。また、獣医
との共同研究では、シリコン製剤の摂取によって犬
や猫の炎症性疾患が治療できることが見出されてい
る。シリコン製剤は、ペットフード、人用のサプリ
メント、健康食品、医薬、その他広い応用が可能で
ある。
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特

許

PCT/JP2018/025315 薬剤及びその製造方法

論

文

Y. Kobayashi, S. Matsuda, K. Imamura, H. Kobayashi, Hydrogen generation by
reaction of Si nanopowder with neutral water, J. Nanopart. Res. 19 (2017) 176.

他多数

参考 URL
キーワード

体内水素発生、酸化ストレス、ヒドロキシルラジカル、シリコン製剤
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Claudin-2 抗体を用いた創薬基盤技術
薬学研究科

教授

附属創薬センター

近藤

昌夫

特徴・独自性

CLDN-2 は炎症性腸疾患やある種の癌細胞で高発
現しており、本抗体を用いることで炎症部位や癌細
胞特異的に薬物などを送達するためのドラッグデリ
バリーシステム（抗体薬物複合体（ADC）を含む）
への応用も期待される。
特

論
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Anti-CLDN-2 抗体（xi-1A2）の抗腫瘍活性解析
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粘膜バリア制御活性の claudin 特異性

許

特開 2018-123074 他、複数出願済

文

Takigawa, M.; Iida, M.; Nagase, S.; Suzuki, H.; Watari, A.; Tada, M.; Okada, Y.; Doi, T.; Fukasawa,
M.; Yagi, K.; Kunisawa, J.; Kondoh, M. Creation of a claudin-2 binder and its tight-junctionmodulating activity in a human intestinal model. J Pharmacol Exp Ther , 2017, 363, 444-451.
Hashimoto, Y.; Hata, T.; Tada, M.; Iida, M.; Watari, A.; Okada, Y.; Doi, T.; Kuniyasu, H.; Yagi, K.;
Kondoh, M. Safety evaluation of a human chimeric monoclonal antibody that recognizes the
extracellular loop domain of claudin-2. Eur J Pharmacol Sci , 2018, 117, 161-167.
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近年、
Bicellular tight junction 構成蛋白質
（occludin,
claudin）
、Tricellular tight junction 構 成 蛋 白 質
（angulin, tricellulin）を標的とした創薬イノベーショ
ンを示唆する知見が集積されている。近藤研究室では
tight junction（TJ）創薬基盤技術の開発を進め、これ
までに 200 種類以上の TJ binder/TJ modulator を
創製し、これらの TJ binder/modulator を用い、TJ
を標的とした経皮吸収促進、脳内薬物送達、腸管・経鼻・
経肺吸収促進、癌診断・治療、粘膜ワクチン、炎症性
腸疾患治療等の POC を確立してきた。
claudin-2（CLDN-2）は炎症性腸疾患の腸管におい
て悪性度と発現量に正の相関があること、食道癌・大
腸癌・肝癌・肺癌・腎癌において高発現していること
から、炎症性腸疾患および抗癌剤の標的として注目さ
れている。しかしながら、CLDN-2 の細胞外領域は小
さいうえに種間のホモロジーが高いことに加え、リコン
ビナントタンパク質作製が難しいため抗体を含めた結
合分子の開発は難しく、創薬研究のみならず proof of
concept の確立すら立ち遅れているのが現状である。
同研究室では CLDN-2 抗体の作製にはじめて成功
し、ヒトとマウスに交叉性を示すこと、癌・炎症性腸
疾患モデルマウスで治療効果を有していることを確認
した。本技術は、CLDN-2 を標的とした創薬のボトル
ネック解消に資すると期待される。

%LFHOOXODUWLJKWMXQFWLRQ E7-

https://masuo0.wixsite.com/rsphsosakauniv
Claudin-2, antibody, cancer, inﬂammatory bowel diseases
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ライフサイエンス

左室収縮能の保たれた心不全（HFpEF）の制圧
を目指す病態解明と治療法開発
坂田

泰史

准教授

彦惣

俊吾

特徴・独自性
高齢化の進行に伴い、特に病態が未解明で、治
療手段が確立していない左室駆出率が保たれている
心 不 全（Heart Failure with preserved Ejection
Fraction: HFpEF）患者数が増加の一途をたどって
おります。我々は、以前よりこの病態の解明に取り
組み、動物モデルの開発から食塩感受性高血圧、レ
ニン・アンジオテンシン・アルドステロン系など神
経体液性因子、炎症の関与などの病態解明、さら
に新しい診断指標の確立を行ってきました。この
HFpEF に対し、今まで行ってきた研究結果の臨床応
用、さらなる病態解明と新規治療法開発への手がか
りを得るために関西圏の 30 病院と共同で、HFpEF

࣎ɧμႆၐೞࡀᾉβ၃ኒỉ᧙ɨ
݄ੜ IL-16 ౕ

問題点を明らかにして、基礎研究での病態解明や新
しい診断、治療法の開発に繋げたいと考えています。

社会実装と実用化への可能性
本研究のデータや生体試料を用いた検討により、
HFpEF の診断バイオマーカーや治療法の開発につ
ながる知見が得られることが期待されます。
特

論
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患者の登録研究（PURSUIT-HFpEF 研究）を行って
います。この研究では患者さんの臨床情報を詳細に
かつ経時的に収集し、かつゲノムと血清を収集して
おり、予後も 5 年間と長期間フォローしております。
現在、約 1000 例の登録があり、わが国で最大規模
の HFpEF 患者の登録研究となっています。詳細な臨
床情報と生体試料の解析により、HFpEF の臨床像や
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許

拡張性心不全を治療または診断するための組成物およびその利用
循環器系の硬さの計測装置及び方法 特願 2008-050444

文

1，Sakata Y. et al. Renin angiotensin system-dependent hypertrophy as a contributor to heart failure in hypertensive rats: diﬀerent characteristics from renin
angiotensin system-independent hypertrophy. J Am Coll Cardiol. 2001; 37: 293-9.
2, Tamaki S. et al. Interleukin-16 promotes cardiac ﬁbrosis and myocardial stiﬀening in heart failure with preserved ejection fraction. PloS one. 2013; 8: e68893.
3, Seo M. et al. Prognostic Signiﬁcance of Serum Cholinesterase Level in Patients with Acute Decompensated Heart Failure With Preserved Ejection Fraction:
Insights From the PURSUIT-HFpEF Registry. J Am Heart Assoc. 2020 Jan 7; 9(1): e014100.

参考 URL
キーワード

特開 2016-064985

http://www.cardiology.med.osaka-u.ac.jp/
心不全、高齢者、新規診断法・治療法
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ライフサイエン ス

ライフサイエンス

播種性難治腫瘍に対する医工連携による
新規治療法の開発
医学部附属病院呼吸器センター・未来医療センター

特任教授

佐倉

千萬

特徴・独自性

ᄌரਙᇯᯂ

播種性腫瘍は、腹腔や胸腔内に腫瘍細胞が散ら
ばった状態の腫瘍である。根治的切除・摘出が困難

すことにより予後が不良である。代表的疾患として
胸膜中皮腫や胃癌・卵巣癌等の腹膜播種が挙げられ
る。治療は外科的切除や全身化学療法以外では、腔
内化学療法、温熱化学療法、放射線療法などが試み
られている。佐倉研究グループでは、これまでに播
種性腫瘍細胞を標的とした化学療法や交流磁場印加
による徐放コントロール可能な温熱化学療法製剤の
開発を行い、播種性難治性腫瘍に対する基礎実験を
行っている。

社会実装と実用化への可能性

胸膜播種病変（胸膜中皮腫）
嵣ગଆ峘峉峫峘ଓஃ

3RO\PHUV
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新規温熱化学療法の臨床への応用
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いわゆる医工連携による既存治療の効果増強・新
規治療法の開発を目指している。既存治療について
は、抗癌剤に対する化合物修飾等の手法により腫瘍
標的効果や徐放効果を増強し、抗腫瘍効果の増強や
有害事象の軽減を目指している。既存製剤の薬効・
動態等を参考にでき、実用化へのプロセスが比較的
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であるため、腫瘍本体を摘出できたとしても、早期
に微小な播種病変が増大するなど、肉眼的再発を来
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Antitumor eﬀect (Active releasing+ 温熱療法）

容易であると考えられる。また、新規治療法として
は、徐放コントロールが可能な抗癌製剤の開発等を
行っており、既存の温熱化学療法等の効果を維持し
つつ、QOL の高い治療の実用化のために、基礎的
検討等を行っている。
特

論

新規ヒアルロン酸シスプラチン製剤の中皮腫
モデルに対する抗腫瘍効果

許

特開 2019-156771

文

Viral immunotherapy and other virotherapies for advanced mesothelioma: Are we ready for viral immune therapy in clinical trial? Malignant Pleural Mesothelioma -Advances
in pathogenesis, diagnosis, and treatments. Springer 2019 in press
Pemetrexed-conjugated hyaluronan for the treatment of malignant pleural mesothelioma. Eur J Pharm Sci. 2019
Hyperthermia nanoﬁber platform synergized by sustained release of Paclitaxel to improve antitumor eﬃcacy. Adv Healthcare Mater. 2019, 8, 1900102.
Boron-incorporating hemagglutinating virus of Japan envelope (HVJ-E) nanomaterial in boron neutron capture therapy. Sci Technol Adv Mater. 2019, 29; 20(1): 291-304.
Alternating magnetic ﬁeld-triggered switchable nanoﬁber mesh for cacner thermo-chemotherapy. Polymers. 2018, 13; 10(9)
Diﬀerential regulation of the sphere formation and maintenance of cancer-initiating cells of malignant mesothelioma via CD44 and ALK4 signaling pathways. Oncogene. 2018
37(49): 6357-6367.

ペメトレキセド - ヒアルロン酸結合体

参考 URL
キーワード
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ライフサイエン ス

ライフサイエンス

光捕集補助型の光線力学療法用光増感剤
の開発
工学研究科

助教

応用化学専攻

重光

孟

特徴・独自性

ޭָྙતྏ๑ʤ3'7ʥ

日本人の死亡原因のトップは癌であり、従来、癌に
対しては、外科手術、薬物療法、放射線治療の三大
療法が中心であったが、近年、低侵襲で副作用が少
なく、低コストでありながら効果が大きい光学力線療
法が注目を集めている。光学力線療法では、あらかじ
め光増感剤を患者の体内に導入したうえで、光照射を
行い、発生した活性酸素によって癌細胞を死滅させる
が、本研究では、生体深部における光線力学療法の
実現を志向し、優れた光吸収特性と活性酸素発生能
を有する増感剤の開発に成功した。活性酸素発生を
抑制する主な原因と考えられている光増感剤の分子
間衝突を抑制するために、光捕集分子および環状オリ
ゴ糖であるシクロデキストリンを複合した分子集合体
を構築した結果、活性酸素の発生効率は劇的に増加
することを明らかにした。特定の分子の組み合わせで、
分子間衝突の抑制が顕著に抑制され、活性酸素発生
を向上させることが可能であることを実証した。

ޭำॄึঁྙָޭܗતྏ๑
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社会実装と実用化への可能性
従来使用されてきた光増感剤と光捕集分子を組み
合わせることで優れた活性酸素発生能を有するナノ
粒子が構築できることを見出した。既存の光増感剤
よりも短時間かつ低強度の光照射で良好な疾病治療
が可能となる可能性がある。使用する原料化合物は
食用添加物にも使用されており、安価に入手するこ
とができるという点でコスト面も非常に魅力的であ

ʲεέϫυΫηφϨϱʳʤళષ༟པয়ଡ౸ࢢʥΝཤ༽
ʀޭำॄࢢඅ͗Ն ʀਫ਼ରనրવ ʀྖ͖ͯ҈ՃͶಚΔΗΖ

る。

特

許

論

文

参考 URL
キーワード

出願済

http://www.chem.eng.osaka-u.ac.jp/˜kida-lab/
光学力線療法（PDT）、癌治療、光増感剤、活性酸素、シクロデキストリン
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フレネル型大口径液晶レンズの開発
工学研究科

特任研究員

電気電子情報工学専攻

澁谷

義一

特徴・独自性
± 6D 以上の広範な度数可変域を実現する大口径
フレネル液晶レンズ（直径 35mm 〜 50mm）です。
コア技術となるのは、平面素子構造中の鋸歯状の電
位分布波形の制御で、さらに、透明電極や、液晶層
に隣接する高抵抗薄膜等のパターン構造の最適化が
要素技術です。このレンズは、フレネルレンズの特
徴である鋸歯状の形状を、液晶層内の電位分布で形
成するため、レンズ輪帯に物理的段差がありません。
したがって、無断階度数調整が可能です。実用化に
向けて、外周部を含めたレンズ全域の画質とレンズ
パワーの向上が鍵となっています。

社会実装と実用化への可能性
電気的制御で手軽にレンズ度数の切り替えが可能
であることから、実用化の用途は多岐に渡りますが、
小児からシニアまで全世代の人が使用できる度数可
変眼鏡は、ユーザーから望まれており、開発を進め
ています。特に、日本にも 7 万 2 千人存在する弱視
の児童に、いつも最適な度数の眼鏡をかけさせるこ
とができれば、治療効果を最大限に引き出すことが
可能となるので、治療期間の短縮にも繋がります。
他の実用化可能性が高い用途としては、HMD に搭
載可能な汎用性の高い度数調整レンズ、車載や監視
カメラの自動焦点調整レンズ、内視鏡等撮像用途レ
ンズ、照明器具の集光レンズ等があり、開発に向け
たパートナー企業を募集しております。

特

許

特許 6414998

論

文

Applied Optics, 54(27), 8145-8151 (2015)

参考 URL
キーワード
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https://www.nikkei.com/article/DGXMZO46903450T00C19A7LKA000/
液晶レンズ、焦点可変レンズ、フレネルレンズ、度数可変眼鏡
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炎症制御ペプチドによる脳梗塞および乾
癬の治療法開発
健康発達医学講座・神経内科

寄附講座准教授

島村

宗尚

特徴・独自性
炎症の制御は脳梗塞および自己免疫疾患の治療に
とって重要である。本研究グループは破骨前駆細胞
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の分化に関連する RANKL/RANK シグナルが脳梗塞
後における TLR 関連炎症を抑制することを見いだ
し、新たに RANKL 部分ペプチド MHP1 を作成した。
このペプチドは、マクロファージ・ミクログリアに
おける TLR2/TLR4/TLR7 関連の炎症性サイトカイ
ン発現を抑制する一方で、RANKL とは異なり、破
骨前駆細胞の分化を促進しなかった。マウス脳梗塞
モデルでは、tPA の血栓溶解作用に影響を与えるこ
となく、脳梗塞後 8 時間までの投与で神経機能障害
を改善した。また、tPA による出血を抑制した。さ
らに、神経突起の伸張促進作用もあることから、脳
梗塞慢性期への応用も期待できる。また、乾癬モデ
ルでは 1 日 1 回の皮下注射にて症状の悪化と IL-17
や IL-23 の発現を抑制することから（論文投稿中）、
その他の疾患への応用も期待できる。
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ストラリア、米国、英国、カナダ、中国であり、日
本とオーストラリアは特許査定となっている。後者
については、日本、米国、英国である。乾癬以外の
自己免疫疾患でも効果を認めていることから、様々
な疾患への応用の可能性があり、企業との共同研究
を希望する。

文
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血症対象）と用途特許（乾癬）が PCT 出願（各国
移行済）を行っている。前者については、日本、オー
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① PCT/JP2016/064446 炎症性サイトカイン分泌抑制活性を有するオリゴペプチド（出願人 国立大学法
人大阪大学） ② PCT/JP2017/40115 炎症性皮膚疾患の予防又は治療剤（出願人 国立大学法人大阪大学）
Shimamura M., Nakagami H., et al. Development of a novel RANKL-based peptide, microglial healing peptide1-AcN (MHP1-AcN), for
treatment of ischemic stroke. Sci Rep 8, 17770 (2018).
Kurinami H., Shimamura M., et al. A Novel Therapeutic Peptide as a Partial Agonist of RANKL in Ischemic Stroke. Sci Rep 6, 38062 (2016).
http://www.cgt.med.osaka-u.ac.jp/vme/
ペプチド、脳梗塞、乾癬、炎症、Toll-like receptor
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細胞外小胞エクソソーム産生制御技術

教授

下村

伊一郎

医学系研究科
内分泌・代謝内科学
肥満脂肪病態学寄附講座

講師

喜多

俊文
࣓ࢱ࣭࣎⏕ά⩦័

特徴・独自性

ෆ⮚⬡⫫✚

細胞外小胞エクソソームはあらゆる細胞が産生す
る小胞であり、細胞の余剰物排出機構としてのみな

పࢹ࣏ࢿࢡࢳࣥ⾑

らず、マイクロ RNA などを含み、細胞 - 細胞間の
コミュニケーションに機能している。下村研究室で
は、脂肪由来分泌因子アディポネクチン（APN）が
細胞のエクソソーム（Exo）産生を制御し、血中エ
クソソームレベルをも規定することを見出した。さ
らに、様々な疾患を対象に細胞治療技術が発展しつ
つある間葉系幹細胞（MSCs）のエクソソーム産生
を制御する技術を開発し、動物実験において本技術
の有用性を明らかにした。
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ライフサイエンス
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本技術は現段階でも MSCs を細胞治療に用いる幅
広い疾患に有用であり、疾患ごとの実用化を図って
いく。MSCs は全身のあらゆる組織に常在し、組織
の恒常性維持に機能している。現在、根底にあるア
ディポネクチンがエクソソーム産生を制御する分子
機構の解明に取り組んでおり、老化や生活習慣病と
それらの合併症の新たな治療戦略につながると考え
ている。
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社会実装と実用化への可能性
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特

論

許

特許第 6618079 号

文

Adiponectin/T-cadherin system enhances exosome biogenesis and decreases cellular
ceramides by exosomal release. JCI Insight, 3(8): e99680, 2018
Native adiponectin in serum binds to mammalian cells expressing T-cadherin, but not AdipoRs
or calreticulin. Elife. 8. pii: e48675, 2019
Interorgan communication by exosomes, adipose tissue, and adiponectin in metabolic
syndrome. J Clin Invest. 129(10):4041-4049, 2019

エクソソーム産生促進剤

その他出願済

参考 URL
キーワード
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エクソソーム、間葉系幹細胞、MSC、アディポネクチン、生活習慣病、心不全、動脈硬化、肥満、糖尿病

ライフサイエン ス

ライフサイエンス

イメージング質量分析のトータル
ソリューション提供
工学研究科

生命先端工学専攻

新間

准教授

秀一

特徴・独自性
創薬における薬効動態分析や、動植物・食品にお
ける安全性の保証など、微小含有成分の局在分布解
析が求められることが多い。
質量分析イメージング（MSI）は薄切した試料表面
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供給を行うが、感度や解像度に大きく影響を与える
ことから、マトリックス溶液を構成する溶媒組成や
供給手法を最適化する必要がある。
この前処理に関して、本研究室では、数千件に及
ぶ様々な試料に対してのノウハウを有しており、試
料の特性に応じた、最適な MSI 前処理が可能である

質量分析イメージング（MSI）とは
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を前処理後、マトリックス支援レーザー脱離イオン化
質量分析法を用いて試料表面で直接イオンを生成し、
質量分析計で検出することで様々な分子の組織内分布
を可視化できる特徴を持つ分析手法である。しかしな
がら、
その前処理の困難さから、
普及には至っていない。
MSI での試料前処理はサンプルの性状により最適
化する必要があり、多くのノウハウを要求される。
また前処理ではイオン化補助剤であるマトリックス

㯮⬌᳡୰䛾㎞ᡂศศᕸ

とともに、高精度な定量化の手法も有している。

社会実装と実用化への可能性
種々試料の性状に合わせた最適な前処理を実施
可能で、これら MSI における前処理のノウハウと
MSI 分析を併せてトータルソリューションとして提

᳜≀୰䛾㎰⸆ศᕸ

供することも可能であり、創薬、材料開発、食品分
析等様々な分野における各種成分分布解析を容易・
高精度に実施する手法を広く社会に提供することを
通じ、大きな社会貢献の実現を目指している。

特

許

論

文

参考 URL
キーワード

質量分析イメージングの例

Microscopy and Mass Spectrometry Imaging Reveals the Distributions of Curcumin Species in
Dried Turmeric Root. Shimma S, Sagawa. Journal of agricultural and food chemistry 2019 年 8 月
https://www.eng.osakau.ac.jp/ja/research/index̲shinma.html
成分分析、質量分析、イメージング、試料前処理、代謝物、医療、創薬、食品分析、農薬

033

ライフサイエン ス

ライフサイエンス

数理モデルを用いた
医療画像解析
数理・データ科学教育研究センター

特任教授

鈴木

貴

特徴・独自性
数理モデルを用いて非アルコール性肝炎（NASH）
等の組織画像診断を自動化し、診断やマーカー・新
薬評価の客観性を確立する。数学者である鈴木教授
らが、病理画像を特徴づける指標を抽出することで
大量、正確、高速な診断を可能にする技術として、
ホモロジーを用いた大腸がんの診断を提唱し、良好
な結果を得てその実用化も近づいている。NASH 診
断においては、外接楕円フィッティングと細胞領域
色情報を用いて NASH を特徴づける風船様肝細胞
（ballooning hepatocyte：BH）細胞を検出し評価
する方法を開発した。前処理として、
ガウシアンフィ
ルターと正規化法によるノイズ除去とコントラスト
強調、輝度と色情報を用いた領域分割という独自の
手法を適用している。
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社会実装と実用化への可能性
㢼⯪ᵝ⫢⣽⬊
䠄ballooning hepatocyte䠖BH䠅

現在は動作原理を実装したソフトを開発し、病理
データ自動診断を進め良好な結果を得ている。全国
の大学や病院が連携する NAFLD コホートを活用し、

NASH⤌⧊⏬ീ
SQJ

SQJ

SQJ

SQJ

肝臓組織切片画像を客観的に高精度に診断して施設
間、診断者間のばらつきをなくし、適正な診断を実
現して基礎研究の基盤を構築する。規格化された大
量データを取得した後は教師データとして深層学習
の手法を適用して臨床診断に進み、さらにデータの
クラス分けによって層別化医療の実現に取り組む。

特

許

論

文

参考 URL
キーワード
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特開 2018-147109 特開画像領域分割装置、画像領域分割方法、画像領域分割プログラム、及び画像特
徴抽出方法、他出願済
板野景子 , 医用画像データの混合ガウス分布モデルによる分析 , はじめての数理モデルとシミュレーショ
ン , 実験医学増刊 , 羊土社 , vol35, 5. Pp. 92-99, 2017
http://www-mmds.sigmath.es.osaka-u.ac.jp/faculty/personal/suzuki/index.html
病理画像診断、非アルコール性肝炎（NASH）
、Ballooning Hepatocyte（BH）
、領域分割、外接楕円フィッティング
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ライフサイエンス

血管内皮幹細胞を用いた組織再生・
新規治療法の開発
微生物病研究所

教授

高倉

伸幸

特徴・独自性
既存の血管の中には、無尽蔵に血管内皮細胞を産
生する血管内皮幹細胞が存在することを発見した。
この細胞を用いて虚血領域に血管を再生させると、
従来、用いられてきた骨髄細胞による血管再生とは

݄؇಼ൿࡋײ๖Ң৪ͶΓΖ݄༓බϜΤηϠυϩͶ͕͜Ζ༙ްմੵ
0HWKRGV

肝臓の血管内皮細胞は、血液凝固に関わる凝固第
VIII 因子を特異的に発現している。血友病 A は、こ
の第 VIII 因子遺伝子を欠損する疾患である。我々は、
正常マウス由来の血管内皮幹細胞を、第 VIII 因子を
欠損する血友病モデルマウスの肝臓に移植すること
で、肝臓の血管が正常な血管内皮細胞で置き換えら
れ、長期に第 VIII 因子産生が誘導されて、血友病の
症状である、出血死を抑制させることに成功した。
この様に、血友病を治癒する治療へと開発が可能で
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異なり、長期に渡って維持される血管を再構築でき
る。
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あると共に、心筋梗塞やバージャー病などの虚血性
疾患に応用すれば、血管バイパスを細胞移植で可能
な治療法を提供できると考えられる。
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特

許

PCT/JP2018/042255 血管内皮幹細胞集団を訴求

論

文

Wakabayashi et al. Cell Stem Cell 2018, doi: 10.1016/j.stem.2018.01.010.

参考 URL
キーワード

http://www.biken.osaka-u.ac.jp/achievement/research/2018/116
再生、血管、幹細胞
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