
           

                

      

 

放射線事故/災害発生から1日〜数日が経過した後に、一定の確かさの範囲内

で一般市民の被ばく線量を推定し、 患者の治療や搬送の優先順位を決めるた

めのトリアージにおいて利用することができる。 

一般市民が放射線被ばくに曝されるような放射線事故/災害発生時には、

線量計による被ばく線量測定ができないため、生体試料や生理学的試料を材

料として被ばく線量を推定する、複数のバイオドシメトリ法が開発されてい

るが、 トリアージが最も必要となる、事故/災害発生から1日〜数日が経過し

た後の被ばく線量の推定は困難であった。  

 

筑波技術大学、東北大学との共同研究の成果である。今後は企業

からの参画が期待される。 

放射線事故／災害発生から １日～数日が経過した後においても、

被ばく線量を推定できる手法である。 患者から採取した血液等の抗酸

化能を測定し、従来のバイオドシメトリ法（γH2AXアッセイ ）と組

み合わせることで、被ばく線量をより正確に推定することができる。 

この技術は、一般市民が放射線に曝されるような大規模放射線事故/災

害発生時に特に有効である。  

〒807-8555  

福岡県北九州市八幡西区医生ヶ丘１番1号 

問い合わせ先: 研究支援課 

TEL： 093（280）0532 

FAX: 093（691）7518 

E-mail：chizai@mbox.pub.uoeh-u.ac.jp 

産業医科大学  産学連携・知的財産本部 

利用分野 

シーズ 

ニーズ 

連携分野 

放射線被ばく線量を少量の血液から推定する方法   

知財保護 特許第6889439号 

元放射線衛生管理学  孫 略 、盛武 敬 

放射線被ばく事故で

は、迅速なトリアー

ジが欠かせない 
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「日本再興戦略」改訂2014の中で、セルフメディケーションの推進等

が挙げられている。セルフメディケーションは「自分自身の健康に責任 

を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること（ＷＨＯ）」と定義さ

れ、日常の自己健康管理に必要な技術のひとつとして位置づけられる。 

血液の粘性率増加をきたす疾患や、逆に血液の粘性率低下をきたす疾患

が多く知られている。従来の粘性率測定法は多量の試料が必要であったり、

操作が煩雑であったりするため、血液の粘性を検査室で簡便に測定すること

ができない。本発明による方法は、検査装置は簡素で、検査に必要な試料も

微量でよい。セルフメディケーション市場の拡大とともに、自己検査キット

に対する市場ニーズと一致する。  

 九州工業大学との共同研究により、血液電気伝導率計測用

ミクロ電極を試作した。セルフメディケーション技術に興味を示

すドラッグストアやマイクロ化技術を有する企業との共同開発を

希望する。  

電解質溶液の電気伝導を測定して、その粘性率を迅速に求める方

法を開発し、先に特許出願した（特開2015-132510）。この原理

を用いれば、従来の粘性率測定法のように試料に接する可動部分を必

要としないので検査装置が小型になり、試料の微量化を可能とする。

そこで、九州工業大学坂本憲児准教授らとともに血液電気伝導率計測

用ミクロ電極を共同開発した。  

〒807-8555  

福岡県北九州市八幡西区医生ヶ丘１番1号 

問い合わせ先: 研究支援課 

TEL： 093（280）0532 

FAX: 093（691）7518 

E-mail：chizai@mbox.pub.uoeh-u.ac.jp 

産業医科大学  産学連携・知的財産本部 

利用分野 

シーズ 

ニーズ 

連携分野 

血液（血漿・血清）の粘性率測定技術の共同開発  

知財保護 特許第6692077号、特許第6762009号 

名誉教授  大野宏毅、元健康予防食科学  徳井教孝  

微量の血液で、粘

性率が短時間に測

定できるんだ  
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企業が従業員の健康増進を重視し、健康管理を経営課題として捉え、その実

践を図る上において、企業経営者の投資判断ツールとして活用できる。 

 

社会状況の変化に伴い、企業が従業員の健康保持・増進に主体的に関与する

「健康経営」が注目されている。産業保健スタッフをはじめとする健康管理

担当部門が企業の中で健康管理施策を行う場合、その目的とともに、費用対

効果を説明し、予算を獲得するための標準的な集計方法が求められている。  

 

健康経営を志向する企業の支援。 

 

健康診断、過重労働対策、メンタルヘルス対策、教育およびその他に

ついて、それぞれの健康管理活動の費用を算出するとともに、有所見

率や休業者数・日数等の指標をもとに、経営的視点からの費用対効果

を可視化することができる。 

〒807-8555  

福岡県北九州市八幡西区医生ヶ丘１番1号 

問い合わせ先: 研究支援課 

TEL： 093（280）0532 

FAX: 093（691）7518 

E-mail：chizai@mbox.pub.uoeh-u.ac.jp 

産業医科大学  産学連携・知的財産本部 

利用分野 

シーズ 

ニーズ 

連携分野 

企業の健康投資促進のための費用対効果算出システム  

知財保護 
特許第6671657号 

  産業保健経営学 永田智久、森 晃爾   

自社の費用対効果

が他社とも比較で

きるんだ 
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肺がんと、血液のがんである白血病、なかでも悪性度が高く有効な治療方法

がないがんに対して、機能性核酸と天然物質であるβグルカン多糖がバイン

ドして複合体を形成することを利用したＤＤＳ化核酸医薬品の開発。 

YB-l （Yボックス・バインディング・プロテイン1）の発現抑制は腫瘍細胞

の生存を低下させることが期待できるが、最も効果的な配列は分かっていな

い。153種類のアンチセンスオリゴヌクレオチドを腫瘍細胞に各々導入し、

網羅的に腫瘍細胞の生存を評価することが求められている。 

癌転移 ・浸潤関連分子（YB-1）を標的とした核酸医薬品

開発のための共同研究の実施。 

YB-l （Yボックス・バインディング・プロテイン1）をコードする核酸分子

を標的とすることで腫瘍細胞の生存を低下させる技術で特許登録し

た（特許第5697010号）。本発明では、最も効果的なアンチセン

スオリゴヌクレオチド配列を提供する。北九州市立大学櫻井教授ら

が開発したβグルカン/核酸複合体プラットホーム技術と組合わせる

ことでＤＤＳ化核酸医薬品の実用化につなげることが可能となる。  

〒807-8555  

福岡県北九州市八幡西区医生ヶ丘１番1号 

問い合わせ先: 研究支援課 

TEL： 093（280）0532 

FAX: 093（691）7518 

E-mail：chizai@mbox.pub.uoeh-u.ac.jp 

産業医科大学  産学連携・知的財産本部 

悪性の肺がんお

よび白血病を標

的にした治療へ 

利用分野 

シーズ 

ニーズ 

連携分野 

知財保護 

腫瘍細胞の生存を低下させるアンチセンスオリゴ 

ヌクレオチド 

特許第5697010号、 特許第6752495号 

元学長 河野公俊、呼吸病態学 和泉弘人 
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本発明は腸内フローラの改善に有効なビフィズス菌の増殖作用を

有する安定な物質及び、それらを含有する医薬及び食品を提供す

る 。 

様々なBGSが開発されているが必ずしも十分な効力があるとは言えない

のが現状である。従来のDHNAは酸化により容易に分解され不安定であるこ

とから、その分解を防ぐため、DHNA分画を添加する飲食品、ゲル状食品等

から窒素置換等により溶存酸素を完全に除去するか、あるいは抗酸化剤を共

存させる等の工程が必要とされていた。化学合成ではなく菌体培養により製

造可能なため食品添加物としてのハードルは低い。 

新規BGSは優れたビフィズス菌増殖作用を有し、腸内フローラの改善に

有用であり、かつ安定であることを見出した。今後食品関連企業

との共同研究により製品化に向けた最適条件を検討したい。 

ビフィズス菌増殖刺激物質（Bifidogenic Growth Stimulator, BGS）

である1,4-ジヒドロキシ-2-ナフトエ酸（1,4-dihydroxy-2-naphthoic  

Acid：DHNA）について鋭意研究を行い、ＤＨＮＡの安定化を目的とした 

ＤＨＮＡＳを先に出願した（特願2014-123847）。さらに、この新しい

DHNA関連物質はDHNA生産菌（プロピオン酸菌等）と植物培養細胞の混合

培養等により得られることが分った。 

〒807-8555  

福岡県北九州市八幡西区医生ヶ丘１番1号 

問い合わせ先: 研究支援課 

TEL： 093（280）0532 

FAX: 093（691）7518 

E-mail：chizai@mbox.pub.uoeh-u.ac.jp 

産業医科大学  産学連携・知的財産本部 

利用分野 

シーズ 

ニーズ 

連携分野 

新しいビフィズス菌増殖刺激物質 

知財保護 
特許第6607595号、特許第6630931号 

ビフィズス菌は、

下痢や便秘の予

防、肝臓障害の軽

減などに有効です 

 名誉教授 葛西 宏 
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吸入性粉じんは、ヒトの肺などの呼吸器系に沈着して健康に著

しい影響を与える恐れがある。しかし、粒子サイズにより人体

への影響が異なるため、特定の粒子径で分離して気中粉塵濃度

を測定することは産業医学上、重要な課題である。 

粒子分離装置には衝突捕集型やサイクロン型が使用されるが、取扱いの煩雑

さや小型化できないなどの課題があった。衝突捕集型のコンパクトさとサイ

クロン型の取り扱いの簡便さを両立した製品が現場では求められている。 

  プロトタイプ機を開発し、PM2.5用分粒捕集装置として十分な捕集性

能を有することを実証している。環境測定機器を取り扱うメーカによる製品

化段階にある。 

空気中の粉塵を粒子径に応じて分粒する直進型サイクロン式分粒ユニットを

あらたに開発した。この分粒ユニットを従来のハイボリウムエアサンプラに

導入することにより、従来の分粒装置に比べ、小型で、かつ、高い流量で吸

引しても十分な分離性能を有する分粒捕集装置の提供が可能となる。 

〒807-8555  

福岡県北九州市八幡西区医生ヶ丘１番1号 

問い合わせ先: 研究支援課 

TEL： 093（280）0532 

FAX: 093（691）7518 

E-mail：chizai@mbox.pub.uoeh-u.ac.jp 

産業医科大学  産学連携・知的財産本部 

利用分野 

シーズ 

ニーズ 

連携分野 

気中粉じん濃度測定のための小型分粒捕集装置 

知財保護 
特許第6392112号 

製品化の段階にあ

る技術なんだ 

名誉教授 明星敏彦   
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交替制勤務の健康影響に関する研究を実施するための動

物実験装置として提供される。 

これまでの交替勤務モデルでは、実験動物の摂食制限及び運動制限を実験者

の手作業で行っており、長期間にわたる安定した実験操作が難しく、自動に

よる「給餌・運動」制御が切望されていた。 

試作した装置はすでに実験で使用しており、実用性は確認済みである。 

長期間に渡って安定した交替勤務モデル動物実験を行うことを可能とする動

物実験用飼育装置を提供する。実験マウスが運動するための回し車の回転を

制御する機構と摂餌の時間帯を制御する機構をあわせもつ、動物実験用飼育

装置である。 

〒807-8555  

福岡県北九州市八幡西区医生ヶ丘１番1号 

問い合わせ先: 研究支援課 

TEL： 093（280）0532 

FAX: 093（691）7518 

E-mail：chizai@mbox.pub.uoeh-u.ac.jp 

産業医科大学  産学連携・知的財産本部 

利用分野 

シーズ 

ニーズ 

連携分野 

交替勤務モデル動物等作成用「給餌・運動」制御システム  

知財保護 特許第6320243号 

製品化の段階にあ

る技術なんだ 

人間工学 藤原広明   他 
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外耳道温を連続的に且つ高精度に測定することで、外気温に

影響されることなく、核心温を推定することが可能な熱中症

計を提供する。  

従来、熱中症対策として、環境温度を測定するＷＢＧＴ計や簡易熱中症計が

知られている。一方、暑熱環境下における体温上昇には個人差が大きく、熱

中症予防には、環境温のみでなく、各個人の核心温を知ることが極めて重要

である。核心温としては、食道温、直腸温、鼻腔温などがあるが、鼓膜温が

最も簡便である。しかしながら、外気温の影響を受けやすい等の課題があっ

た。 

試作機による実用化試験はある程度終了しているが、製品化に向

けた課題が残されている。 

外耳道上の複数の測温部から得られる測定値をもとにして外気温が外耳道温

へ及ぼす影響を補正し、推定された鼓膜温と核心温の関係から熱中症を予測

する技術である。 

〒807-8555  

福岡県北九州市八幡西区医生ヶ丘１番1号 

問い合わせ先: 研究支援課 

TEL： 093（280）0532 

FAX: 093（691）7518 

E-mail：chizai@mbox.pub.uoeh-u.ac.jp 

産業医科大学  産学連携・知的財産本部 

利用分野 

シーズ 

ニーズ 

連携分野 

耳栓式熱中症計 

知財保護 
特許第６３３８１８２号 

推定外耳温と

核心温は有意

に相関 

産業保健管理学 堀江正知 他  
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 医学教育の一手法として、臨床現場を様々な手法を用いて模擬環境とし

て再現し、医療に関する手技を習得する臨床教育法が近年注目されている。

本技術は、バイタルサイン(生命兆候)のひとつである血圧の測定手技を学ぶ若

手医療従事者を対象にした教材である。 

擬似的な腕モデルを用いて血圧測定のスキルを習得する自己学習支援型

教材はあるが、患者を対象にした臨床現場における実践には

直結していない。本技術は、実際の臨床に近い状況を体験さ

せながら、必要な血圧測定スキルだけでなく、フィジカルア

セスメント、コミュニケーションの技術も習得させ、実践で

活かすための教材である。 

プロトタイプ機がほぼ完成し、教育現場において実用化試験を実施予定

である。医学・看護教育用教材への事業展開を検討している企業

と製品化のための共同開発を期待する。 

コロトコフ音（血管音）のセンシングから得られるデータ

の時間的な変化から、最高血圧及び最低血圧を工学的に推定

し、学習者の測定結果の適否を評価する。また。腕帯圧（上腕

の締付け度合い）のセンシングから得られるデータの時間的な

変化から減圧速度の適否を評価することで、看護師のたまごの

自己学習を支援する教材である。 

〒807-8555  

福岡県北九州市八幡西区医生ヶ丘１番1号 

問い合わせ先: 研究支援課 

TEL： 093（280）0532 

FAX: 093（691）7518 

E-mail：chizai@mbox.pub.uoeh-u.ac.jp 

産業医科大学  産学連携・知的財産本部 

利用分野 

シーズ 

ニーズ 

連携分野 

一人で学べる血圧測定教材  

知財保護 
特許第6375123号 基礎看護学では、

かけがえのない

「命」を護るため

に看護の基礎を教

えているんだ 

元基礎看護学 児玉裕美、鷹居樹八子 他  
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 医療現場においては、フィジカルイグザミネーション

（触診、打診、聴診、視診）を通して、患者の症状の把握や

異常の発見等が行われる。この手技を効果的に習得するため

に看護教育現場等で使用される教材用ウェアである。 

 従来の教育では、学生がTシャツを着用し、Tシャツにビニールテープを  

 貼付して、基準線・基準点の位置の確認を行った後、フィジカルイグザ

ミネーションを実施していた 。しかし、身体に密着していない

ため、基準線・基準点の正確な位置の確認が難しこと、加えて

正しいフィジカルイグザミネーションが行いにくいため打診音

や触診の感触が得られにくく、技術の習得に至らなかった。 

 すでに商品化されており、看護系教育機関で使用されている。現場の声

を拾い上げながら、よりよい教材を全国に普及させるためのパートナーを希

望する。 

 前カバー及び後カバーよりなるフィジカルイグザミネーション練習用ウ

エアは、着用者の体格に応じて適当な重なり量を調整して、人体に密着させ

ることができるだけでなく、半透明であるため身体形状が外観から認識しや

すく、基準線等も市販のクレヨンで容易に記入ができるディスポーザブルな

教材である。 

〒807-8555  

福岡県北九州市八幡西区医生ヶ丘１番1号 

問い合わせ先: 研究支援課 

TEL： 093（280）0532 

FAX: 093（691）7518 

E-mail：chizai@mbox.pub.uoeh-u.ac.jp 

産業医科大学  産学連携・知的財産本部 

利用分野 

シーズ 

ニーズ 

連携分野 

フィジカルイグザミネーション練習用ウェア  

知財保護 
特許第6366175号 基礎看護学では、

かけがえのない

「命」を護るため

に看護の基礎を教

えているんだ 

元基礎看護学 鷹居樹八子、基礎看護学 岡田なぎさ 他 
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骨髄腫や原発性マクログロブリン血症のような異常たんぱく質が血清中

に増加する疾患など、血液粘性率の異常を示す疾患の病態診断等に血液およ

び血漿の粘性率測定が行われる。本発明は、わずかな量（100μL以下）の試

料を用いて血漿等の粘性率を測定する方法を提供する。  

血液の粘性率増加をきたす疾患や、逆に血液の粘性率低下をきたす疾患

が多く知られている。従来の粘性率測定法は多量の試料が必要であったり、

操作が煩雑であったりするため、血液の粘性を検査室で簡便に測定すること

ができない。本発明による方法は、検査装置は簡素で、検査に必要な試料も

微量でよい。標準的な検査装置として普及する市場ニーズがある。  

九州工業大学との共同研究により、微小セル（測定容器）と、それに内

蔵された微小電極を試作した。また、微量サンプルの正確な希釈

が測定精度を左右する。医療検査技術に経験あるいは興味のある

企業との共同研究開発を希望する。  

電解質溶液の電気伝導を測定して、その粘性率を迅速に求める方

法を開発した。原試料と、それを純水で所定の倍率に希釈した希釈試

料の電気伝導率を決定するだけで当該試料の粘性率を算出することが

できる。さらに、従来の粘性率測定法のように試料に接する可動部分

を必要としないので検査装置が小型になる。検査に必要な試料の微量

化が可能である。   

〒807-8555  

福岡県北九州市八幡西区医生ヶ丘１番1号 

問い合わせ先: 研究支援課 

TEL： 093（280）0532 

FAX: 093（691）7518 

E-mail：chizai@mbox.pub.uoeh-u.ac.jp 

産業医科大学  産学連携・知的財産本部 

利用分野 

シーズ 

ニーズ 

連携分野 

血液（血漿・血清）の粘性率測定法  

知財保護 
特許第6258708号 少量の血液があれ

ば、ヘマトクリッ

ト値や粘性率が短

時間で測定できる

んだ  

名誉教授 大野宏毅、医科物理学 門野敏彦 他  
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本技術は、自律神経バランスの変動にもとづく更年期障害の

補助的診断マーカーに関するものである。従来の質問票や生化学

的検査と併せて用いることで、更年期障害を包括的に捉えること

を可能とする。 

従来、更年期障害の診断にあたっては、患者の愁訴に基づく更年期障害重症

度（SMI）や血中性ホルモンの測定による生化学的検査が用いられてきた。し

かし、ＳＭＩでは客観性に欠け、生化学的検査は医療機関で実施され迅速・

簡便に測定することができない。日常の健康管理においては、薬局や自宅に

おいて、非医療従事者でも簡便に測定する技術が必要とされている。 

ウエアラブル機器に組み込むことで、更年期障害に限らず健康サービス

の展開が可能となるため、産学連携で横展開を図りたい。

SilmeeTM（東芝製）を用いた自動測定ソフトを開発中である。 

仰臥位から立位への姿勢変化にともなう心拍変動を

測定し、６種類の心拍変動性指標をレーダーチャートと

して表示することで（レーダーチャート式バランス評価

法、後藤、1994）、更年期障害者特有の自律神経バラ

ンスの乱れの有無を判定する技術である。 

 

〒807-8555  

福岡県北九州市八幡西区医生ヶ丘１番1号 

問い合わせ先: 研究支援課 

TEL： 093（280）0532 

FAX: 093（691）7518 

E-mail：chizai@mbox.pub.uoeh-u.ac.jp 

産業医科大学  産学連携・知的財産本部 

利用分野 

シーズ 

ニーズ 

連携分野 

更年期障害の簡便で客観的な診断手法 

知財保護 特許第6281892号 

身体の不調は、自

律神経バランスの

乱れとなって表れ

るんだ 

名誉教授 柳原延章 他 
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すでに臨床で使用されている薬剤にシスプラチン耐性がん細胞の細胞死を誘

導できる効果を見出した。注目すべき点は、抗がん剤との併用ではなく本剤

の単独使用で効果が期待できる点であり、他の抗がん剤との併用により相乗

効果も期待できる。  

固形がんに対してシスプラチンは有効な抗がん剤の１つであるが、長期使用

によるシスプラチン耐性がん細胞の出現は臨床上大きな問題になっている。  

シスプラチン耐性がんにおいて生存に深く関与する代謝経

路を同定するために企業との共同研究を

コレステロール値を低下させる薬のシスプラチン耐性がん細胞株に

対する抗腫瘍効果を検討した結果、シスプラチン感受性がん細胞株

よりもシスプラチン耐性がん細胞株に対して、高い細胞傷害性を示

すことを見出した。 

〒807-8555  

福岡県北九州市八幡西区医生ヶ丘１番1号 

問い合わせ先: 研究支援課 

TEL： 093（280）0532 

FAX: 093（691）7518 

E-mail：chizai@mbox.pub.uoeh-u.ac.jp 

産業医科大学  産学連携・知的財産本部 

シスプラチン耐性細

胞のIC50は最低で

２分の１に、最高で

５３０分の１に低下  

利用分野 

シーズ 

ニーズ 

連携分野 

シスプラチン耐性がんの克服薬 

知財保護 特許第6218287号 

元学長 河野公俊、呼吸病態学 和泉弘人 
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医療現場や介護施設等でベッドメイキングを行う者にとっては、マットレス

シーツの正しい取り付け方を習得することは褥瘡 等を予防するためにも重要

である。 ベッドメイキング技術を効率的に習得させるために、指導者の手の

動きの可視化を図れるマットレスシーツを提供する 。 

ベッドメイキング技術の習得を遅らせる大きな要因として、（１）学習者が

指導者の手の動きを視認できないこと、（２）マットレスへの取り付けの際

に目安となるマーカーがシーツ上にないこと、などがあげられる。 

すでに製品化され市販している。より広く普及させるた

めに、現場の声を取り上げながら改良し、全国的な普及

を目指したい。 

シーツの布地は、指導者の手の動きを見やすくするために、全体又

は一部が透光性を有し、マットレスへの取り付けの際に位置決めと

して用いられるマーカーがシーツ上に設けられている。  

〒807-8555  

福岡県北九州市八幡西区医生ヶ丘１番1号 

問い合わせ先: 研究支援課 

TEL： 093（280）0532 

FAX: 093（691）7518 

E-mail：chizai@mbox.pub.uoeh-u.ac.jp 

産業医科大学  産学連携・知的財産本部 

正しいベッドメイ

キング技術の習得

は、快適な病床環

境へつながる 

利用分野 

シーズ 

ニーズ 

連携分野 

ベッドメイキング 教材用シーツ 

知財保護 特許第6202299号 

元基礎看護学 鷹居樹八子、基礎看護学 岡田なぎさ 他 
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基材上に透光性微粒子を含有する層を有することにより、 

所定の視力低下効果を得ることができる視力調整用シートを提供する。 

従来の完全遮閉方法や薬理治療方法による視力の低下は、健眼の能力を大き

く損ねることがある。また、市販の弱視治療用の眼鏡箔は、これによりもた

らされる視力の低下が十分とはいえない。 

臨床研究により、試作品の有効性は確認済みである。レン

ズメーカーとの産学連携により商品化を図りたい。 

本発明にかかる視力調整用シートは、透光性微粒子層を有し、 

所定の全光線透過率、ヘイズ値を有するシートであるため、安定し

た視力低下効果をもたらす。このため、視力を正確に調整すること

ができ、視機能への副作用を及ぼす危険性も少ない。弱視治療にお

いて短期間で適切な治療効果をたらすことができる。 

〒807-8555  

福岡県北九州市八幡西区医生ヶ丘１番1号 

問い合わせ先: 研究支援課 

TEL： 093（280）0532 

FAX: 093（691）7518 

E-mail：chizai@mbox.pub.uoeh-u.ac.jp 

産業医科大学  産学連携・知的財産本部 

利用分野 

シーズ 

ニーズ 

連携分野 

知財保護 

弱視治療用眼鏡箔の開発   

特許第6202294号 
弱視治療には健眼

の視力抑制が必要 

元眼科学 佐々木 信、岩崎常人 他    
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脳梗塞等の患者の手関節および前腕の訓練のために、従来機器よりも効果的

なリハビリ訓練を提供する運動訓練装置である。  

上肢訓練ロボットはMIT-MANUS、ReoGoなど、多くの報告があるが、上肢

遠位部を対象に訓練する装置は少なく、患者の自発的な手関節の運動をトリ

ガーとして動きを補助し、患者のリハビリに対する意欲と随意性を高めなが

ら、訓練支援をするリハビリ機器はない。  

多施設無作為臨床試験により、試作品の有効性を検討した。

リハビリ機器へ参入を希望する企業に技術移転して製品化を

図りたい。 

手関節の運動機能回復を目指す訓練ロボットであり、サーボモーターを用い

た柔らかい動きが特徴である。患者の自発的な手関節運動をトリ

ガーとして、手関節の運動を支援するため、患者の訓練意欲を高

め、随意性の回復に優れている。また、麻痺側の障害の程度が重い

場合には、健側の手関節運動をトリガーとして、鏡像運動を利用し

た麻痺側上肢訓練の支援をすることも可能である。  

問い合わせ先: 研究支援課 

TEL： 093（280）0532 

FAX: 093（691）7518 

E-mail：chizai@mbox.pub.uoeh-u.ac.jp 

利用分野 

シーズ 

ニーズ 

連携分野 

知財保護 

上肢リハビリ支援ロボット   

特許第6218146号 

"やる気"がリハビ

リによる運動機能

回復を高める 

〒807-8555  

福岡県北九州市八幡西区医生ヶ丘１番1号 

産業医科大学  産学連携・知的財産本部 

名誉教授   蜂須賀研二  他   
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内視鏡挿入時における操作を機械的にすることで操作自体を単純化し、大腸

内視鏡のみならず内視鏡手技全般を容易化・標準化することが可能な大腸内

視鏡操作システムを提供する。 

全大腸内視鏡検査は、肛門より内視鏡を挿入して観察する。内視鏡医の操作

の癖や習慣により程度の差はあるが腹満感や疼痛等の苦痛を伴う。操作自体

が単純化され、大腸内視鏡のみならず内視鏡手技全般を容易化・標準化する

ことが臨床現場では強く望まれている。 

力覚フィードバック機能を組み込んだ4号機を九州工業大学

と開発した。今後、入力装置、位置制御、空間認識のための

技術の導入を産学連携で進めたい。 

内視鏡本体から両手を離して座位の状態で内視鏡検査または治療を

実施するための技術を開発した。さらに、遠隔においても実際の操

作感覚を実現するために力覚・反力（力・挿入速度・加速度）が操

作者と臓器の双方向にフィードバックされるバイラテラル制御技術

を組み込まれたシステムである。  

〒807-8555  

福岡県北九州市八幡西区医生ヶ丘１番1号 

問い合わせ先: 研究支援課 

TEL： 093（280）0532 

FAX: 093（691）7518 

E-mail：chizai@mbox.pub.uoeh-u.ac.jp 

産業医科大学  産学連携・知的財産本部 

技術開発を進め、

患者の苦痛の軽減

につなげたい 

利用分野 

シーズ 

ニーズ 

連携分野 

知財保護 

軟性内視鏡操作システム 

特許第5605613号、特許第5880952号、特願2020-098811 

第３内科学 久米惠一郎 
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 樹脂（プラスチック）原料への曝露量が推測でき、樹脂（プラスチック）に

よる健康影響調査に利用するための評価手法を提供する。現在の測定法では

隠れているエピトープを対象にしていないため、特異的IgEと臨床症状が乖離

する問題の解決策として期待が持てる 。 

我々の身の回りには樹脂（プラスチック）が氾濫しており、これらの幾分か

は我々の体の中に取り込まれ、これが何らかの健康障害に関与している可能

性が示唆されている。しかしながら、現時点では樹脂（プラスチック）やそ

の原料（モノマー）が一体どの程度我々の体の中に入っているのか推定する

方法は皆無である。  

本手法を基本として研究機関あるいは企業と共同研究を 

行い、実際に臨床検査で使える測定法の確立を目指して 

いる。  

本発明で検出される抗体は特定の化学物質に特異的ではなく、

生体内蛋白質の個別の3次構造変化に対する抗体の総量として算出

されるので、曝露原因となる樹脂（プラスチック）原料がわからな

くても何らかの樹脂（プラスチック）原料に曝露されていることが

推測できる。  

〒807-8555  

福岡県北九州市八幡西区医生ヶ丘１番1号 

問い合わせ先: 研究支援課 

TEL： 093（280）0532 

FAX: 093（691）7518 

E-mail：chizai@mbox.pub.uoeh-u.ac.jp 

産業医科大学  産学連携・知的財産本部 

職業性アレルギー

には原因不明のも

のがたくさんある

んだ 

利用分野 

シーズ 

ニーズ 

連携分野 

知財保護 

環境中化学物質に対する感作性評価手法  

特許第5757519号 

名誉教授 川本俊弘、免疫学・寄生虫学 吉田安宏 他 

39 



           

                

      

足関節の背屈及び伸展運動を補助して、下肢の深部静脈である膝筒静脈の血流

速度を増加させ、血栓を予防することができる血栓症予防装置を提供する。 

米国のみならず日本においても血管障害、血栓症の発症頻度が増加してきて

いる。米国では深部静脈血栓症の発生は年間200万人、肺血栓塞栓症は年間

60万人、その内10％が死亡との報告がある。しかしながら、市販の弾性ス

トキングや空気圧マッサージ器では十分な血流増加が得られにくい。 

プロトタイプより軽量、コンパクトにした２号機の実用化

試験を実施し、臨床的有効性が確認された。事業化に向け

た産学連携パートナーを探索中である。 

足裏支持板上に足先を載置し、揺動体を揺動させることにより、足

関節を背屈及び伸展運動させることができる装置である。小型で容

易に装着可能であるため、長距離路線の飛行機内等の座席に座って

いる乗客とか、手術中或いは手術後の患者に適用可能である。 

〒807-8555  

福岡県北九州市八幡西区医生ヶ丘１番1号 

問い合わせ先: 研究支援課 

TEL： 093（280）0532 

FAX: 093（691）7518 

E-mail：chizai@mbox.pub.uoeh-u.ac.jp 

産業医科大学  産学連携・知的財産本部 

利用分野 

シーズ 

ニーズ 

連携分野 

知財保護 

足関節運動を利用した血栓症予防装置 

特許第5598756号 

九州工業大学との  

共同研究の成果 

なんだ 

元第１外科学 岡本好司 
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  癌の治療法として、化学療法、ホルモン療法、標的治療および免疫療法

の4つのタイプがあり、今後、市場シェアが最大となるのは、ソラフェニブや

スニチニブに代表される分子標的治療薬であるといわれている。 

CD31やCD34等は血管内皮マーカーであるが、腫瘍血管特異的ではないた

め、腫瘍組織における新生血管をより的確に検出することが従来困難であっ

た。癌治療の効果の決め手となる薬物送達システムを考慮せずに、腫瘍増殖

を押さえることができる治療ターゲットが求められている。 

癌転移・浸潤関連分子（YB-1）を標的とした核酸医薬 

開発のための共同研究の実施。 

   DNAに特異的に結合する特定の蛋白質が血管内皮細胞に発現している 

ことを見出した。特に、腫瘍の増殖に伴う新生血管に強く発現することを 

見出した。さらに、ＹＢ－１の発現を効果的に抑制する核酸を特定

した。この転写因子を標的にすることは、抗腫瘍新生血管薬の治療

効果のモニタリングや、腫瘍細胞と腫瘍血管血管内皮細胞の双方を

同時に増殖抑制することが可能な抗腫瘍薬の開発において極めて有

用である。   
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分野 出　願 技　術　概　要 権利帰属 研究担当講座等

医療機器 特許出願
血液凝固時間の測定が可能な粘度測定システム　毛細管内の試験液に圧力を加えて流動制御する技術
をもとに、粘度の時間的な変化を追随することを可能にした。血液凝固異常のポイントオブケア検査と
して応用できる。

産業医科大学
九州工業大学

医科物理学
法医学

血液内科

医療機器 特許出願
内視鏡的粘膜層剥離術に用いる完全縫縮クリップ　内視鏡的粘膜下層剥離術において用いられる止血
用クリップの改良型である。 本クリップにより、特別な手技を必要とせずに、完全な縫縮に近づける
ことが可能となる。

産業医科大学
消化管内科・肝胆膵

内科

医療機器 特許出願
血液由来の血餅を用いた健康影響評価法　血清調整時に沈殿する血餅を用いてタンパク質やエンド
ソームなどを評価する技術。血清のみでは得られない、あらたな健康情報が得られる。

産業医科大学 免疫学・寄生虫学

医療機器 特許出願
くも膜下出血をマイクロCTにより可視化する方法　くも膜下出血モデル動物の作成方法、及びくも膜
下腔での血腫分布や血腫量を可視化する方法。くも膜下出血の基礎研究で有用な技術。

産業医科大学 脳神経外科学

医療機器 特許登録
血液（血漿・血清）の粘性率測定用ミクロ電極　電解質溶液の電気伝導を測定して、その粘性率を迅
速に求める方法。セルフメディケーション市場における自己検査キットとして製品化できる。

産業医科大学
九州工業大学

医科物理学

医療機器 特許登録
交替勤務モデル動物等作成用「給餌・運動」制御システム　実験マウスが運動するための回し車の回
転を制御する機構と摂餌の時間帯を制御する機構をあわせもつ、動物実験用飼育装置である。

産業医科大学 人間工学

医療機器 特許登録
血圧測定練習用自己学習教材　コロトコフ音や腕帯圧のデータから血圧値や減圧速度を推定し、血圧
測定技術の習得レベルを評価する教材。

産業医科大学 基礎看護学

医療機器 特許登録
フィジカルイグザミネーション教材　フィジカルイグザミネーション（触診、打診、聴診、視診）の
手技を効果的に習得するために看護教育現場等で使用するウエア型教材

産業医科大学 基礎看護学

医療機器 特許登録
更年期障害評価装置および方法　６種類の心拍変動性指標を表示したレーダーチャートを用いて、更
年期障害の重症度判定を補助する方法ならびにシステム。

産業医科大学 薬理学

医療機器 特許登録
ベッドメイキング教材　ベッドメイキング技術を効率的に習得させるために、指導者の手の動きの可
視化を図れる、看護教育用マットレスシーツ。

産業医科大学 基礎看護学

医療機器 特許登録
弱視治療用眼鏡箔　基材上に透光性微粒子を含有する層を有する ことにより、所定の視力低下効果を
得ることができる弱視治療用の視力調整シート 。

産業医科大学 眼科学

医療機器 特許登録
上肢リハビリ支援ロボット　脳梗塞等の患者の手関節及び前腕の訓練のために、 患者の意志をリハビ
リ訓練に反映させる上肢運動訓練ロボット。

産業医科大学 リハビリテーション医学

医療機器 特許登録
軟性内視鏡操作支援ロボット　内視鏡挿入時における手技を遠隔操作で可能にすることで、大腸内視
鏡のみならず内視鏡手技全般を容易化・標準化することが可能な大腸内視鏡操作システム。

産業医科大学
九州工業大学

第３内科学

医療機器 特許登録
深部静脈血栓症予防装置　深部静脈血栓症を含む静脈血栓症を予防することができる小型で容易に装
着可能な血栓症予防装置。

産業医科大学
九州工業大学

第１外科学

産業医学 特許出願
AI技術を用いた熱中症予防のための深部体温推定方法　運動時の負荷情報、皮膚表面温度、心拍数な
どの個人の情報をもとに深部体温を高精度に推定する技術。熱中症発症の予防が可能となる。

産業医科大学 産業・地域看護学

産業医学 特許出願
暑熱環境でも快適な電動ファン付き呼吸用保護具　暑熱環境下において、マスク内に送気される熱風
を冷却し、快適な呼吸を提供するだけでなく、深部体温の上昇も抑える市販の呼吸用保護具の外付けア
タッチメント。

産業医科大学 作業関連疾患予防学

産業医学 特許出願
個人暴露測定用シート状サンプラー　縦横3cmのシート状で凹凸を有さない形状で、重さは約0.5gと
極く軽量のため、作業衣や皮膚の上に貼るたけでサンプリングが可能なパッシブサンプラー。

産業医科大学 作業環境計測制御学

産業医学 特許登録
気中粉じん濃度測定のための小型分粒捕集装置　空気中の粉塵を粒子径に応じて分粒する直進型サイ
クロン式分粒ユニット（ハイボリウムエアサンプラ用）。

産業医科大学 労働衛生工学

産業医学 特許登録
化学物質アレルギー患者のための特異的抗体検出方法　樹脂（プラスチック）原料への曝露量が推測
でき、樹脂（プラスチック）による健康影響調査に利用するための評価手法。

産業医科大学 衛生学

創薬 特許出願
皮膚線維化疾患の予防又は治療のための局所塗布剤　脂肪細胞から筋線維芽細胞への転換を標的とす
る医薬。強皮症など、皮膚の線維化に起因する疾患を予防又は治療する医薬として提供される。

産業医科大学 薬理学

創薬 特許出願
DNA修復特性を有するがん細胞を利用した抗がん剤のスクリーニング系と評価系　独自のモデルが
ん細胞を利用して新規RAD52阻害剤を網羅的にスクリーニングする方法。

産業医科大学 放射線衛生管理学

創薬 特許出願
特異的エクソソーム内包マイクロRNAを用いたうつ病の診断方法　誰でもかかりうるうつ病の客観的
診断方法。少量の血液サンプルから、うつ病の早期発見・早期治療を目指す。

産業医科大学
呼吸病態学
精神医学

創薬 特許出願
腫瘍を亢進する因子IRAK1を標的とした阻害剤のスクリーニング法及びモデル動物　Wnt/β-カテ
ニン経路の活性化亢進作用を阻害する化合物のスクリーニング法。新規抗がん剤の探索に利用できる。

産業医科大学 生化学

創薬 特許出願
マイクロRNAを用いた悪性胸膜中皮腫の治療　悪性胸膜中皮腫を核酸医薬により治療する方法を提供
する。悪性胸膜中皮腫細胞で発現が低下しているマイクロRNAを細胞内で過剰発現させ中皮腫細胞の
増殖能を低下させる。

産業医科大学 呼吸病態学

創薬 特許出願
特異的エクソソーム内包マイクロRNAを用いた悪性胸膜中皮腫の診断方法　胸水や血液中に存在する
エクソソームから抽出されるマイクロRNAを用いて悪性胸膜中皮腫を診断する技術。

産業医科大学 呼吸病態学

創薬 特許出願
腫瘍細胞の生存を低下させるDFFA核酸医薬　細胞死の過程でDNAの断片化を引き起こす蛋白である
DFFAをコードするDFFA遺伝子を標的とした核酸のがん治療薬。

産業医科大学 呼吸病態学

創薬 特許出願
がん遺伝子KRASの発現を抑制する核酸医薬　細胞内で細胞増殖を促進するシグナルを伝達するタン
パクを作り出すKRAS遺伝子を標的とした核酸のがん治療薬。

産業医科大学 呼吸病態学

創薬 特許出願
誤りがちDNA修復経路を標的とした新規がん治療方法　抗がん剤処理後や放射線治療後に誤りがち
DNA修復経路が活性化するタイミングで投与することで、がん細胞増殖を抑制するポリフェノール。

産業医科大学 放射線衛生管理学

創薬 特許登録
新しいビフィズス菌増殖刺激物質　腸内フローラの改善に有効なビフィズス菌の増殖作用を有する安
定な化合物、それらを含有する医薬及び食品。

産業医科大学 職業性腫瘍学

創薬 特許登録
シスプラチン耐性がん治療剤　シスプラチン耐性がん細胞の細胞死を誘導する薬剤。抗がん剤との併
用ではなく本剤の単独使用で効果が期待できる。

産業医科大学
分子生物学
呼吸病態学

創薬 特許登録
腫瘍新生血管内皮細胞の新しいバイオマーカー　抗腫瘍新生血管薬の治療効果のモニタリングや、腫
瘍細胞と腫瘍血管血管内皮細胞の双方を同時に増殖抑制することが可能な抗腫瘍薬に係る標的分子。

産業医科大学
分子生物学

呼吸病態学 他

その他 特許出願
腎病変「巣状糸球体硬化症」の発症年齢を推定する方法　巣状分節性糸球体硬化症の発症時期を推定
する方法。TRPC6チャンネルを通過する電気量の増大レベルをインビトロで評価することで実現。

産業医科大学 生体物質化学

主な特許出願等リスト（民間企業との共願を除く）
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