
 

 

 

 

平成２６年度（第２１回）  

ノーステック負団「研究開発助成事業」 

採択課題・概要 一覧 
 

 

 

 

◇若手研究人材育成事業  

[ 1 ] 若手研究人材・ネットワーク育成補助金（Talent補助金） 

◇イノベーション創出研究支援事業  

  [ 1 ] スタートアップ研究補助金  

  [ 2 ] 発展・橋渡し研究補助金 

◇フードイノベーション創造支援事業 

  [ 1 ] 研究シーズ発掘（札幌フードタレント）補助金 

  [ 2 ] 実証研究支援補助金 

◇福祉産業共同研究事業 

 

 

公益財団法人 北海道科学技術総合振興センター 



平成２６年度 研究開発助成事業 若手研究人材育成事業 若手研究人材・ネットワーク育成補助金（２３件） 

№ 研究開発テーマ名 および 研究概要 研究者氏名【所属／役職等】 

１ 

滑膜肉腫幹細胞における SWI/SNF 複合体の役割の解析 
滑膜肉腫は若年成人の四肢関節近傍に好発する頻度の高い悪性軟部腫瘍であり、切除以外に有効な治療法が無く予後不良であ

る。これまでに我々は滑膜肉腫幹細胞マーカーを同定しており、本研究では滑膜肉腫幹細胞の発生、維持機構における SWI/SNF

複合体の役割を明らかにすることで、新規治療法の開発を目指す。 

木村 太一 

【北海道大学大学院医学研究科／助教】 

２ 

Ras-PI3K シグナルによるウイルス侵入制御機構の解明 

これまで、エンドゾームから発信される Ras-PI3Kシグナルがエンドサイトーシスを促進すること、およびインフルエンザウ

イルスはこの現象を利用し効率的に宿主細胞に侵入することを見出している。本研究では、Ras-PI3Kによるエンドサイトーシス

制御機構を明らかにし、インフルエンザの侵入機構を解明する。 

藤岡 容一朗 

【北海道大学大学院医学研究科／特任助教】 

３ 

EGFR の N 型糖鎖と SP-A の相互作用による抗がん作用 

申請者は肺サーファクタント蛋白質 D（SP-D）が上皮増殖因子受容体（EGFR）の N型糖鎖を介してリガンド結合を阻害し、抗

腫瘍作用を示すことを明らかにした。SP-Aにおいても EGFシグナル抑制作用が確認されているが、その機序が不明であり、本研

究ではそれを明らかにした上で、治療への応用の可能性を探る。 

長谷川 喜弘 

【札幌医科大学医化学講座／助教】 

４ 

ヒト肝癌と同様の遺伝子変異を導入したマウス肝癌モデルの作製 

最近の全ゲノム解析により、ヒト肝癌ではβ-カテニン、p53、MLL4遺伝子などの変異が高頻度に出現することが明らかになっ

ている。本研究では、トランスポゾン遺伝子導入システムによりこれらの変異遺伝子を in vivoでマウス肝細胞に導入し、ヒト

肝癌に類似した遺伝子変異をもつマウス肝癌モデルの作製を試みる。 

山本 雅大 

【旭川医科大学病理学講座／助教】 

５ 

社交性不安障害の神経基盤解明と新規治療戦略の探索 

 社交性不安障害は、引きこもりや自閉症などの社会的問題の根底に存在する精神疾患であり、その全容解明には時代的要求が

存在している。本研究における社交性不安障害の神経基盤に焦点を当てた基礎研究は、疾患の病態生理解明のみならず、新規治

療薬ならびに治療戦略構築の足掛かりとなるものである。 

鹿内 浩樹 

【北海道医療大学薬学部／助教】 

６ 

スプライス部位変異を克服する低分子薬の開発 

 スプライシング変異による遺伝性疾患には適切なスプライシングを誘導する化合物が治療薬として有望である。とくに、全て

のイントロン末端に共通に存在するスプライス部位の変異を克服できれば、発症機序に依らずスプライス部位変異による遺伝性

疾患共通の治療法となる。本研究はそのような低分子薬の開発を目的とする。 

米田 宏 

【北海道大学大学院薬学研究院／講師】 

７ 

極長鎖脂肪酸セラミドが果たす皮膚バリアの機序解明研究 

 アトピー・魚鱗癬は皮膚バリアの破壊によって引き起こされる。皮膚バリアの主成分は炭素数 30~36の極長鎖脂肪酸を含むセ

ラミドであることが最近の研究で報告されている。本研究では未解明である極長鎖脂肪酸セラミド生合成機序の解明を行うこと

で、アトピー・魚鱗癬の新治療薬開発の足掛かりになることを目的とする。 

村井 勇太 

【北海道大学先端生命科学院／助教】 

８ 

難治性てんかんに対する骨髄間葉系幹細胞移植療法の開発 

 難治性てんかんに対する抗てんかん薬による治療の多くは対症療法であり、根本的な治療法の開発が望まれている。本研究で

は、難治性てんかんに対して、骨髄間葉系幹細胞を移植し、脳内に形成されたてんかん回路を修復することで治療効果を期待す

ると同時に、てんかんの病態を細胞生物学的に解明することを目的とする。 

福村 忍 

【札幌医科大学／診療医】 



平成２６年度 研究開発助成事業 若手研究人材育成事業 若手研究人材・ネットワーク育成補助金（２３件） 

№ 研究開発テーマ名 および 研究概要 研究者氏名【所属／役職等】 

９ 

高機能化フラーレンを用いた新たな歯科用インプラントの開発 

 フラーレンをより安全で効果的な歯科用インプラントとして臨床応用するために以下の２点について検討する． 

1. 骨誘導性タンパクに由来した低分子ペプチドを，フラーレンに化学的に結合させ，固定化した高機能化フラーレンの開発 

2. 高機能化フラーレンをチタンにコーティングしたデンタルインプラントの創製 

平田 恵理 

【北海道大学大学院歯学研究科／助教】 

10 

アルツハイマー病モデルマウスの脳内酸化ストレス状態の可視化 

 分子イメージング法の一つである、電子常磁性共鳴（EPR）イメージング法は、活性酸素種等により起こる生体の酸化ストレ

ス状態を、非侵襲的に 3次元で画像化できるものである。本研究では EPRイメージング法とニトロキシド造影剤を用いて、アル

ツハイマー病（AD）と活性酸素種生成の関連性を画像により検証する。 

江本 美穂 

【札幌医科大学／研究支援者】 

11 

農産物の安全性を損なわない害虫駆除システムの開発 

 農業は北海道の基幹産業の一つであり、今後、安全性が高いなどの付加価値をつけて勝貟する必要がある。安全性を高めるた

めの無農薬栽培を行うにあたり害虫を安全かつ安価に効率よく駆除することが重要であると考えられる。そこで本研究では、ロ

ボット技術を用いた殺虫剤に頼らない害虫駆除システムを提案し、検証を行う。 

中村 尚彦 

【函館工業高等専門学校／准教授】 

12 

空中映像とのインタラクションのためのグローブ型力触覚提示装置 

 空中投影された映像に対して触れた感覚が得られるシステムを構築する．従来の画面内における仮想現実感では難しかった，

ユーザの身体と仮想物体との位置関係の整合性が得られる．この技術は，手術シミュレータや設計（CAD）など高い操作性が必

要な用途に適する．本研究では，力触覚を提示可能なグローブ型装置を開発する． 

小水内 俊介 

【北海道大学大学院情報科学研究科／助教】 

13 

大規模精密農業用農薬散布ブームスプレーヤ高性能除振装置の開発 

 本研究開発テーマでは、農業用農薬散布ブームスプレーヤ用回転型アクティブ制振装置の実用化ならびに普及を目指し、除振

性能を低下させることなく低コスト化を図るため、これまでに開発した独自の回転型除振装置に対して低性能のハードウエアで

実現可能な制御法の開発を行い、低コストかつ小型高性能な除振装置を開発する。 

星野 洋平 

【北見工業大学／助教】 

14 

ヒト頸部における非侵襲光診断技術による腫瘍部位推定 

 近赤外光イメージング技術により，非侵襲的にヒト頸部の甲状腺腫瘍を推定することが期待されている．本研究ではヒト頸部

の光伝播を記述する数理モデルを，輻射輸送方程式と光拡散方程式を連結することで構築する．構築したモデルに基づいて，光

イメージング技術による悪性腫瘍推定能力を評価する． 

藤井 宏之 

【北海道大学大学院工学研究院／助教】 

15 

太陽光で励起するエルビウム添加ファイバー増幅器の開発 

 降水量の尐ない北海道の特色を利用して、太陽光励起エルビウム添加ファイバー増幅器の開発を行う。主に光通信分野におけ

る光信号増幅器への応用が期待できる。加えて太陽光照射時における光増幅の基礎データから、ファイバーのバンドルによるキ

ロワット出力までのスケーリング則を確立し、レーザー加工産業への展開を図る。 

古瀬 裕章 

【北見工業大学／助教】 

16 

農業用高機能フィルムを指向した希土類配位高分子ポリマーの開発 

植物生育にとって光の波長を制御することは発芽確率や生長率、病気抑制に関わる重要な要因である。本研究では１）太陽光

の紫外光のみを効率良く吸収して植物の生育に適した狭域赤色光に変換する希土類配位高分子を用いた高機能透明フィルムの

開発および２）農作物に対する光化学効果の実証試験を目的に研究遂行する。 

中西 貴之 

【北海道大学大学院工学研究院／助教】 



平成２６年度 研究開発助成事業 若手研究人材育成事業 若手研究人材・ネットワーク育成補助金（２３件） 

№ 研究開発テーマ名 および 研究概要 研究者氏名【所属／役職等】 

17 

オリゴ糖含有ブロック共重合体による環境調和型ナノ粒子の創出 

 両親媒性ブロック共重合体（BCP）の自己組織化で得られるナノ粒子は薬物徐放剤等の幅広い分野への応用が期待されるが、

BCPの合成法や原材料、分解性等に改善が必要である。本研究は、オリゴ糖とポリ乳酸からなる BCPを新規に提案し、その環境

調和型合成プロセスの開発と機能性ナノ粒子の創出へ応用することを目的とする。 

磯野 拓也 

【北海道大学大学院工学研究院／特任助教】 

18 

π共役系高分子スプリングの伸縮制御に資する分子設計指針の確立 

 らせん軸方向へ伸縮可能な「置換ポリアセチレンスプリング」の伸び縮みの程度や速度を精密に制御するために、側鎖置換基

へ導入する官能基の種類や嵩高さとらせんピッチ距離および交換速度との関係について系統的な知見を得る。本研究で得られた

知見は、次世代の動的有機材料開発への道を開拓するものである。 

馬渡 康輝 

【室蘭工業大学／助教】 

19 

ケミカルジェネティクスを用いたトキソプラズマの潜伏機構の解析 

 トキソプラズマ原虫が潜伏感染と急性感染を切替える機構の理解はトキソプラズマ症の防疫に寄与する。本研究の目的は、(i) 

我々が構築した潜伏感染状態を効率よく評価する系を利用し、切替えに影響を与える低分子化合物を探索する、(ii) ヒット化

合物の標的となる原虫因子の同定を通して、潜伏感染移行機構を解析することにある。 

加藤 健太郎 

【帯広畜産大学原虫病研究センター／特任准教授】 

20 

ファージによる滑走細菌症の新規治療法の開発 

 滑走細菌症は様々な海水魚で発生し、国内外の稚魚の生産場や養殖場で問題となっている細菌感染症である。本研究は、原因

菌テナシバキュラム・マリティマムに特異的に感染し、溶菌させるファージを単離し、発症魚に対するファージ投与の治療効果

を検証し、抗生物質に頼らない滑走細菌症治療法の開発を目指す。 

楠本 晃子 

【帯広畜産大学／助教】 

21 

ストレスおよび成長がウシ唾液中コルチゾール濃度に及ぼす影響 

 ウシのストレス評価の指標として血中コルチゾール濃度が利用されているが、より簡便に採取できる唾液中コルチゾール濃度

による評価は有効であると考えられる、ストレス貟荷の種類や成長がどのように影響するのかは不明である。 そこで本研究で

はストレス貟荷や成長がウシ唾液中コルチゾールにおよぼす影響を調査する。 

林 英明 

【酪農学園大学／准教授】 

22 

においに対する恐怖反応を制御する脳内神経回路の解明とその応用 

 本研究では、オオカミ尿中のピラジン化合物の被食動物に対する恐怖誘起特性とその脳内神経経路を解明し、強力な害獣忌避

剤を開発することを目的とする。マウスの実験により、恐怖の誘起に伴う様々な行動や内分泌系の変化を引き起す神経経路を解

明し、それを応用してシカなどの害獣に対する強力な忌避剤の開発を試みる。 

宮園 貞治 

【旭川医科大学／助教】 

23 

チョウザメの早期性判別を可能にする性連鎖 DNA マーカーの開発 

 チョウザメ類は北海道の新たな養殖対象魚として有望である．しかし，外科的な性判別が可能になるまで尐なくとも孵化後 2

年程を要するため，キャビア生産には多大な雄の飼育コストが強いられる．そこで RAD-seq法によるゲノム連鎖解析を行い，簡

便で安価な早期性判別を可能にする性連鎖 DNAマーカーを開発する． 

萩原 聖士 

【北海道大学水産科学研究院／博士研究員】 

  



平成２６年度 研究開発助成事業 イノベーション創出研究支援事業 スタートアップ研究補助金（１３件） 

№ 研究開発テーマ名 および 研究概要 研究者氏名【所属／役職等】 

１ 

高脂肪食摂取時のライラック乳酸菌Ⓡの効果の検証 
ライラック乳酸菌はヒト介入試験で LDL コレステロールを有意に低減することが確かめられており、高脂肪食摂

取時の胆汁酸分泌増の弊害を緩和して、生活習慣病予防効果が見込まれる。本研究では高脂肪食摂取による腸内環

境や脂質代謝に与える影響をラットによる動物実験で調査し、ライラック乳酸菌による作用機序を解明する。 

南田 公子［アテリオ・バイオ株式会社／取締役］ 

三輪 一典［アテリオ・バイオ株式会社／代表取締役社長］ 

石塚 敏［北海道大学大学院農学研究院／准教授］ 

２ 

ホタテ貝殻から創製した食品及び医薬品用識別物質の応用研究 
 北海道の水産系副産物として大量に排出されるホタテ貝殻を原料に用い、紫外線励起により蛍光を放つ新規なカ

ルシウム剤を創製し、これを健康補助食品や医薬品の偽造抑止に役立つ識別物質として活用するための技術開発に

取り組み、もって北海道ならではの研究開発による地域イノベーションの創出に寄与する。 

下野 功［公益負団法人函館地域産業振興負団／主任研究員］ 

森 千太郎［株式会社浅井ゲルマニウム研究所／研究員］ 

佐藤 克行［株式会社浅井ゲルマニウム研究所／研究員］ 

３ 

亜鉛高含有大豆の機能性を向上させる発酵食品の開発 
 亜鉛はヒトの健康と栄養維持に重要な必須微量元素であるが、最近の試算では世界人口の約 25%が亜鉛欠乏傾向

にあるとの報告がある。そこで、本研究では亜鉛を高含有する道産大豆の亜鉛吸収率を高めるための発酵技術を検

討し、機能性に特徴を有する発酵食品の開発を目指す。 

副島  洋［雪印種苗株式会社 

／研究開発本部 微生物研究グループリーダー］ 

中川 良二［地方独立行政法人北海道立総合研究機構／主査］ 

田中 彰［地方独立行政法人北海道立総合研究機構／研究主査］ 

眞木 祐子［雪印種苗株式会社／研究員］ 

山本 マサヒコ［株式会社山本忠信商店／専務］ 

向田 梨恵［株式会社山本忠信商店／研究員］ 

４ 

北海道野菜の新規ウイルスフリー化戦略によるブランド力の向上 
 アスパラガスやニンニクにはウイルスが著しく感染しておりその生産力や品質に影響を及ぼしている。北海道野

菜のブランド力向上のために、新しいウイルスフリー化技術を用いた国内唯一となるウイルスフリーアスパラガス

の提供体制や効率的なウイルス検出キット販売体制を構築し、北海道野菜の生産力や品質を向上させる。 

志村 華子［北海道大学／助教］ 

岡本 大作［有限会社植物育種研究所／代表取締役］ 

５ 

乳牛の暑熱ストレスの軽減を図る屋外用ミスト噴霧装置の開発 
 乳牛は暑さに弱く暑熱ストレスにより疾病、死亡するケースが増加している。本研究では乳牛の暑熱対策として、

屋外の一定範囲にミストを噴霧して外気温度を低下させた領域を作る低コストの装置及び温度、風速などから装置

を効果的に運転させるための手法を開発する。 

岡 邦治［北海バネ株式会社／課長］ 

津嘉田 均［北海バネ株式会社／部長］ 

青木 智則［北海バネ株式会社／部長］ 

堂腰 顕［北海道立総合研究機構根釧農業試験場／主査］ 

６ 

ヒトがん幹細胞診断モノクローナル抗体の開発 
 がん幹細胞は高い造腫瘍能を有し、治療に抵抗性を示す。がん幹細胞を免疫組織化学染色にて検出する良い方法

は知られていない。本研究において、ホルマリン固定パラフィン包埋切片を染色可能ながん幹細胞特異的モノクロ

ーナル抗体を樹立し、がん幹細胞の基礎研究試薬および臨床検査試薬としての開発を進める。 

廣橋 良彦［札幌医科大学・病理学第一講座／助教］ 

福士 勝［(株) 札幌ｲﾑﾉ･ﾀﾞｲｱｸﾞﾉｽﾃｨｯｸ･ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ／所長］ 

山本 絵利 ［(株)札幌ｲﾑﾉ･ﾀﾞｲｱｸﾞﾉｽﾃｨｯｸ･ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ／研究員］ 

７ 

統合的・革新的がんゲノム病理診断システムの開発 
 がんのゲノムシークエンスとマイクロ・ナノバイオ研究における最先端技術を臨床応用し、統合的・革新的がん

ゲノム病理診断システムを開発する。微小生検組織から遺伝子変異・発現を解析することで、癌の悪性度や薬剤感

受性の診断、早期診断が可能になり、「がん患者」の予後改善・QOL向上に大きく寄与する研究である。 

西原 広史［北海道大学大学院医学研究科／特任准教授］ 

船山 貴智［モルフォテクノロジー(株)／代表取締役社長］ 

王 磊［北海道大学大学院医学研究科／特任助教］ 

杉野 弘和［北海道大学大学院医学研究科／博士研究員］ 

沢田 貴宏［医療法人社団北斗病院 腫瘍医学研究所／副科長］ 



平成２６年度 研究開発助成事業 イノベーション創出研究支援事業 スタートアップ研究補助金（１３件） 

№ 研究開発テーマ名 および 研究概要 研究者氏名【所属／役職等】 

８ 

重症インフルエンザに対する治療薬開発のための動物モデル確立 
本研究では、重症インフルエンザのユニークな治療標的となるタンパク質を特定するため、インフルエンザウイ

ルス感染マウスにおける生体反応を詳細に解析し、動物モデルを確立する。本研究の成果を基盤に、重症インフル

エンザ治療薬を速やかに開発することを目標とする。 

高山 喜好［株式会社エヌビィー健康研究所／代表取締役］ 

喜田 宏［北海道大学人獣共通感染症リサーチセンター 

／センター統括・特別教授］ 

栗林 沙弥［株式会社エヌビィー健康研究所］ 

９ 

有機分子触媒を用いた新規抗インフルエンザウイルス薬の開発 
 インフルエンザウイルスは変異型ウイルスを出現しやすい。新型ウイルス出現によるパンデミックへの対応とし

て新規抗ウイルス薬の開発が望まれている。アミノ酸関連不斉有機触媒を用いることでタミフル誘導体を効率よく

創成し、タミフル耐性ウイルスに有効な新規の抗インフルエンザウイルス薬の開発を目指す。 

中野 博人［室蘭工業大学／教授］ 

今井 邦俊［帯広畜産大学／教授］ 

小川 晴子［帯広畜産大学／教授］ 

関 千草［室蘭工業大学／助教］ 

前田 龍［㈱ジーンテクノサイエンス／研究員］ 

10 

チタニア膜を孔径制御したイカ墨を用いる色素増感太陽電池の開発 
 1nm と 300nm のイカ墨色素粒子をチタニア多孔質体と強固に結合させ、3%以上の光電変換効率を有する色素増感

太陽電池の開発を行う。特に、300nmの粒子を多孔質内に封じ込めるための具体的な手段を見いだしたので、耐熱・

耐光性と併せて実用レベルまで改善し、セルの大型化も含めた開発を行う。 

上野 孝［函館工業高等専門学校物質環境工学科／教授］ 

川辺 雅生［環境創研株式会社／代表取締役］ 

松浦 俊彦［北海道教育大学教育学部函館校／准教授］ 

田谷 嘉浩［北海道立工業技術センター／主任研究員］ 

11 

自己組織化酸化チタン膜を応用した新規材料開発 
 材料を溶液に浸漬するだけで酸化チタン層が表面に自己組織化し集積する技術を開発した。溶液の組成・pH等の

条件を変えると結晶構造や組成を制御できることを見出しており、木材やプラスチックス材料などの改質へ応用す

るための系統的な研究を行い、事業化を目指す。 

川口 俊一［北海道大学大学院環境科学研究院／准教授］ 

君島 忠男［(株)NAZCA／代表取締役］ 

渡辺 二郎［(株)NAZCA／技術顧問］ 

菊井 保雄［(株)NAZCA／専務取締役］ 

12 

Co-design 手法を用いたホタテガイ養殖管理支援システムの構築 

 本研究は、噴火湾におけるホタテ養殖業を対象として、海洋情報の取得と利用、養殖プロセスの見える化、養殖

ノウハウの継承を支援することを目標に、ホタテ養殖漁業者を対象とした養殖支援システム Marine Talk を研究開

発するものである。これにより、漁業リスクの低減、ノウハウの継承、食の安定供給を支援することが可能となる。 

岡本 誠［公立はこだて未来大学/教授］ 

小野寺 豊［(株)ソフトアトリエ/代表取締役］ 

伊藤 大輔［公立はこだて未来大学］ 

13 

効率的な漁場探査のための小型漁船向け下層水温観測センサの開発 
 地球温暖化に起因する水温上昇に伴う漁場や漁獲時期の変化に順応した効率的な沿岸漁業の実現のためには，魚

介類の行動を左右する水温の把握は極めて重要である．本研究開発では漁業者が簡易に扱うことのできる下層水温

観測センサを開発し，北海道の主要漁業であるイカ釣り漁業を対象として効率的な漁場探査への活用を図る． 

和田 雅昭［公立はこだて未来大学／教授］ 

佐野 稔［北海道立総合研究機構／主査］ 

玉森 学［（株）東和電機製作所／次長］ 

山本 駿太郎［（株）東和電機製作所］ 

 



平成２６年度 研究開発助成事業 イノベーション創出研究支援事業 発展・橋渡し研究補助金（６件） 

№ 研究開発テーマ名 および 研究概要 研究者氏名【所属／役職等】 

１ 

春採りコンブの利用技術とブランド形成に係る開発研究 

養殖コンブの生産では、乾燥コンブ製造に適した原藻を得るため春に間引きが行われる。本事業では、活用度の

低い間引きコンブの利用技術開発を通して「間引き」という消極的な利用形態から「春採り」という積極的な資源

利用への転換と新たなブランド形成を進めることにより、道内関連産業の振興に寄与する先導的取組を行う。 

木下 康宣［（公負）函館地域産業振興負団／研究主査］ 

鳥海 滋［（公負）函館地域産業振興負団／研究主任］ 

清水 健志［（公負）函館地域産業振興負団／研究主任］ 

山上 慎太郎［函館魚市場株式会社／営業二部部長］ 

入部 太郎一［函館タナベ食品株式会社／函館本社工場長］ 

石田 哲也［石田水産株式会社／的場工場主任］ 

２ 

牛伸長胚を利用した現場でできる性判別技術の開発 
 牛では雌雄産み分けのニーズが高いが、現状の受精卵(1 週齢胚)は非常に小さく、性判別には特殊な機器や技術

が必要であり、現場普及を妨げている。そこで本研究では受精後 2 週齢で目視できるほど大きく成長し、扱いが容

易な伸長胚を用いて農場で胚の性別を判定し、希望する性の伸長胚を借り腹牛に移植する方法を確立する。 

松崎 重範［(株)とかち繁殖技術研究所／所長］ 

陰山 聡一［(地独)北海道立総合研究機構畜産試験場／研究主幹］ 

平山 博樹［(地独)北海道立総合研究機構畜産試験場／主査］ 

片桐 成二［酪農学園大学／教授］ 

３ 

乳牛の体型の立体測定装置の実用化と遠隔判定システムの構築 
 乳牛の繁殖性や疾病に直結するボディコンディションスコア（以下 BCS）自動判定装置開発に向けて、本研究で

は、昨年度開発した乳牛体型立体計測装置の実用化を図る。多様な飼養施設環境に適用できるよう携帯型距離画像

センサ方式乳牛体型立体測定装置をサンプル提供可能な状態にし、BCSの遠隔判定システムを構築する。 

澁谷 良治［(株)CSソリューション／代表取締役］ 

堂腰 顕［北海道立総合研究機構根釧農業試験場／主査］ 

庄内 道博［(株)CSソリューション／システム統括マネージャ］ 

武田 一真［(株)CSソリューション／主任研究員］ 

４ 

歯根膜幹細胞を応用した食感再現型次世代人工歯の開発 
 歯を失うと噛む力や感覚を失い食の楽しみは半減してしまう。これに対し人工歯としてチタンを骨に打ち込むこ

とで噛む力を再獲得するインプラント治療があるが、周囲に神経組織を介さないため食感は再獲得できない。そこ

でチタン周囲に再生能力の高い歯根膜幹細胞を介在させ食感をも再現した次世代型人工歯の開発を目指す。 

大久保 直登［北海道大学大学院薬学研究院／博士研究員］ 

赤澤 敏之［北海道立総合研究機構工業試験場／研究主幹］ 

宮崎  聡［井原水産株式会社／課長］ 

武田 宏司［北海道大学大学院薬学研究院／教授］ 

北川 善政［北海道大学大学院歯学研究科／教授］ 

中川 宏治 ［北海道大学大学院薬学研究院／講師］ 

村田 勝［北海道医療大学／准教授］ 

５ 

合成糖ペプチドを活用した抗体糖鎖の迅速定量解析法の開発 
 本研究では、抗体に存在しうる 2 分岐型糖鎖構造を有するペプチドを化学酵素法によって合成し、その MRM チ

ャンネルを構築することで、トリプシン処理後精製していない夾雑サンプルから抗体由来糖鎖を迅速に定量解析す

る方法を開発する。また、抗 MUC4 抗体や抗体医薬品の解析に利用することで、その有用性を実証する。 

成地 健太郎［医化学創薬株式会社／主任研究員］ 

比能 洋［北海道大学先端生命科学研究院／准教授］ 

６ 

全量副産物ゼロセメント固化体製品の実用化技術の構築 

 本研究では，CO2 排出量削減，廃棄物削減，副産物有効利用を図るため，セメントに代わる結合材として循環流

動層ボイラー灰および高炉スラグ微粉末を用いた全量副産物ゼロセメント固化体製品の実用化のための材料，調合，

製造，施工，品質管理に関わる総合的技術を確立し，技術指針を作成する。 

濱 幸雄［室蘭工業大学／教授］ 

菅田 紀之［室蘭工業大学／准教授］ 

岸本 嘉彦［室蘭工業大学／助教］ 

佐川 孝広［日鉄住金セメント（株）／課長］ 

伊藤 浩己［日本製紙（株）／室長代理］ 

南 真樹［（株）南組／事業部次長］ 

菊地 一也［よねざわ工業（株）／課長代理］ 

 



平成２６年度フードイノベーション創造支援事業 研究シーズ発掘（札幌フードタレント）補助金（６件） 

№ 研究開発テーマ名 および 研究概要 研究者氏名【所属／役職等】 

１ 

特異な酵素活性による自然免疫を賦活化するオリゴ糖生産法の開発 

ラミナリオリゴ糖は自然免疫を賦活化する能力を持ち、褐藻類の貯蔵多糖ラミナリンを酵素分解することで得られる。これま

での酵素は活性のない短鎖オリゴ糖まで分解するが、放線菌から免疫活性を持つサイズのオリゴ糖を高収率に生産する酵素活性

を見つけた。本申請では特異活性を持つ酵素によるオリゴ糖の生産法を開発する。 

熊谷 祐也 

 [ 北海道大学大学院農学研究院 

／ 特別研究員（PD）] 

２ 

ビールの S. mutans に対する効果 —超高齢社会の基礎疾患予防を目指して — 

 これまでにビールがう蝕原性細菌 S. mutansに対してどのように作用するかについて報告がない。本研究では、北海道で生産

されている種々のビールを用い、S. mutansへの影響について明らかにすると共にビールを用いた口腔環境改善による基礎疾患

予防の可能性についても検討する。  

植原 治 

 [ 北海道医療大学歯学部／助教 ] 

３ 

大豆の抗酸化作用が血管機能改善に与える影響 

 大豆に含まれるサポニンには抗酸化作用があることが明らかにされている。近年、運動による活性酸素の発生は血管機能を低

下させることが報告されており、抗酸化作用のある食品の摂取は血管機能の改善に財献する可能性がある。本研究では、抗酸化

作用を持つ大豆の摂取が運動後の血管機能を改善させるかどうかを検証する。 

岩本 えりか 

 [ 札幌医科大学保健医療学部／助教 ] 

４ 

ケルセチン配糖体を用いた OATP2B1 標的型吸収促進法の開発 

 近年、サプリメントの使用が増加する一方で、その吸収率の低さが問題となっている。ケルセチン配糖体であるルチンは有機

アニオンの消化管吸収を担う OATP2B1の輸送活性促進作用を有するが、ルチンの吸収性が悪く、消化管では機能しない。そこで、

吸収性に優れたケルセチン配糖体による新規吸収促進法の確立を目指す。 

小倉 次郎 

 [ 北海道大学大学院薬学研究院／助教 ] 

５ 

肥満に関わる腸内細菌の同定と新規抗肥満食品への応用 

 脂肪の多い食事の習慣的摂取による腸内細菌叢の崩壊は健康に大きな影響を与える。ある種の腸内細菌は肥満に関わる可能性

があるが、そのほとんどは未分離である。本研究では、肥満に関わる腸内細菌を明らかにし、その増殖を抑制することで肥満や

メタボリックシンドロームの予防に役立つ新規な道産食品素材を開発する。 

渡辺 真通  

 [ 北海道大学大学院農学研究院／特任助教 ] 

６ 

潰瘍性大腸炎に対する酵素処理アスパラガス抽出物の修飾効果 

 日本における潰瘍性大腸炎の患者数は増加の一途を辿っており、難病指定疾患であるとともに大腸発癌リスクも高く、早急な

対策が求められている。そこで本研究では、熱ショックタンパク質の発現誘導活性が明らかになっている新規素材、酵素処理ア

スパラガス抽出物に着目し、マウスを用いた大腸炎抑制効果について検討する。 

安井 由美子 

 [ 酪農学園大学／准教授 ] 

 



平成２６年度 研究開発助成事業 フードイノベーション創造支援事業 実証研究支援補助金（４件） 

№ 研究開発テーマ名 および 研究概要 研究者氏名【所属／役職等】 

１ 

牛乳の高機能化・多様化を目指した乳糖の in situ 変換技術の開発 
牛乳由来の乳糖は，セロビオース 2-エピメラーゼ(CE 酵素)による１段反応により機能性糖質エピラクトースに容

易に変換できる．本申請研究では，本変換反応が牛乳中でも行えることに着目し，高効率高収率化を目標に，酵素探

索も含めた変換技術を開発する．本技術により，牛乳の高機能化および多様化に向けて事業化・実用化推進を図る． 

森 春英  ［ 北海道大学大学院 農学研究院 ／教授 ］ 

佐分利 亘［ 北海道大学大学院 農学研究院 ／助教 ］ 

芹澤 篤  ［ 雪印メグミルク(株) 札幌研究所／所長 ］ 

２ 

幹細胞プロファイルモニタリングによる抗加齢効果を有する機能性食材の評価 

 骨髄幹細胞（Mesenchymal Stem Cell: MSC）は成体中に存在し、生体の恒常性に深く関与している。特に、加齢と

ともに変化する MSCのプロファイルは、ある種の生理活性物質を摂取することで正常化（若年化）させることが判明

している。本申請では上記生理活性物質を年齢別ラットおよび疾患モデル動物に投与して、MSC プロファイルのモニ

タリングによって、機能性食品による抗加齢効果の検証を目指す。 

本望 修［ 札幌医科大学／教授 ］ 

佐々木 祐典［ 札幌医科大学／講師 ］ 

岡 真一［ 札幌医科大学／特任講師 ］ 

進藤 聡［ ニプロ(株) 札幌支店 ／課長 ］ 

３ 

酵素処理アスパラガス抽出物の細胞組織保護効果に関する病理学的実証研究 

 酵素処理アスパラガス抽出物(ETAS)は、細胞に熱ショック蛋白質の発現を誘導することによって、細胞のストレス

耐性を高めると推察されている。本研究では、抗がん剤投与動物モデルを用いて ETAS の正常組織と腫瘍組織に対す

る影響を解析することによって、ETASの生体における正常細胞組織保護効果を実証する。 

鳥越 俊彦［ 札幌医科大学／准教授 ］ 

廣橋 良彦［ 札幌医科大学／助教 ］ 

金関 貴幸［ 札幌医科大学／助教 ］ 

高成 準 ［ (株)アミノアップ化学／研究員 ］ 

三浦 健人［ (株)アミノアップ化学／学術部部長 ］ 

４ 

抗老化食品開発を指向した抗糖化成分探索と活性評価キットの創成 

 老化の一因である生体タンパク質と糖が結合した老化物質 AGEs に着目し、共同研究企業が開発した反応阻害探索

キットを用い、北海道原産の植物から AGEs の生成阻害物質を探索し、機能性食品素材を見出す。更に高度な抗老化

物質探索のために、AGEsとそのレセプターRAGEの結合阻害測定新規アッセイ法を開発する。 

門出 健次［北海道大学大学院先端生命科学研究院／教授 ］ 

菅原 一幸［北海道大学大学院先端生命科学研究院／名誉教授］ 

平 敏夫［コスモ・バイオ(株)プライマリーセル事業部 

研究開発グループ兼セルアッセイグループ／グループ長 ］ 

関口 志津子［コスモ・バイオ(株)プライマリーセル事業部 

マーケティンググループ／グループ長 ］ 

 



平成２６年度 研究開発助成事業 福祉産業共同研究事業（７件） 

№ 研究開発テーマ名 および 研究概要 研究者氏名【所属／役職等】 

１ 

メカトロ積み木を用いた視覚性記憶トレーニングツールの開発 

高次脳機能障害の一つである記憶障害に関するトレーニングツールを開発する．ここでは，視覚性記憶に焦点

を当て，メカトロ積み木のインタラクション機能を活かしつつログ機能を付加することにより，記憶の側面であ

る注意や集中力，遅延再生の効果的なトレーニングが可能な新しいツールを開発する． 

三谷 篤史［ 札幌市立大学 デザイン学部／ 講師 ］ 

遠藤 俊一郎［ (株)遠藤木型 ／専務取締役 ］ 

松浦 和代［ 札幌市立大学 看護学部／教授 ］ 

石井 陽史［ 市立札幌病院リハビリテーション科／作業療法士 ］ 

細川 亜希子［ 市立札幌病院リハビリテーション科／作業療法士 ］ 

安田 花織［ 市立札幌病院リハビリテーション科／作業療法士 ］ 

２ 

ABS 骨盤サポートの製品化に向けた改良と臨床的効果の検証 

 昨年度の貴負団補助金を得て ABS 骨盤サポートを開発した。ABS骨盤サポートは北海道大学から特許を共同出

願準備中である。引き続き、本年度は ABS骨盤サポートの製品化に向けての改良とマニュアル作成、ABS 骨盤サ

ポートの効果を臨床現場にて検証することを研究課題とした。 

八田 達夫［ 北海道大学大学院 保健科学研究院／教授 ］ 

西村 重男［ 北海道立心身障害者総合相談所／主任 ］ 

岸上 博俊［ 北海道大学大学院 保健科学研究院／助教 ］ 

藤本 欢也［ (株)特殊衣料／取締役商品企画部長 ］ 

森 久見子［ (株)特殊衣料／商品企画室長 ］ 

佐藤 桂太［ (有)北進医療機器／営業 ］ 

３ 

中高齢者の QOL 向上に資するヨガプログラムの開発にむけた自律神経系データの集積・評価 

 ヨガの健康増進効果についての科学的エビデンスは十分ではない．また，ヨガは中高齢者が取り組みやすい特

質を持つものの，実践している多くは若年女性である．そこで本研究開発事業では，中高齢者の QOL向上を目的

に，エビデンスを伴う有効なヨガプログラムの開発を目指し，自律神経系データの集積と評価を行うものである． 

神林 勲［ 北海道教育大学教育学部札幌校／教授 ］ 

福士 宗光［ (株)サッポロケルプ／代表取締役 ］ 

江口 亜希子［ (株)サッポロケルプ／ヨガライフスクール主任 ］ 

須合 きよみ［ (株)サッポロケルプ／ヨガライフスクール主任 ］ 

源 明美［ (株)サッポロケルプ／ヨガライフスクール ］ 

木本 理可［ 旭川工業高等専門学校／准教授 ］ 

塚本 未来［ 東海大学札幌キャンパス／特任助教 ］ 

４ 

熱画像センサを用いた高齢者，障がい者の見守り・緊急通報システムの開発 

 高齢者や障がい者を対象とし、熱画像センサによる二次元の温度データを用い、プライバシーに配慮しながら

介護者や医療者などに対して寝室・トイレ・浴室などの生活動作について正常時は見守りを、ヒートショックの

可能性がある場合や転倒転落時は瞬時に異常を通報するシステムを開発する。 

宮坂 智哉 ［ 北海道科学大学保健医療学部／教授 ］ 

東海林 正敬［ (有)リトルスノー／代表取締役 ］ 

５ 

車いす使用者に対する簡易的心身評価システムの開発 

 認知症などで車いす使用時のおける主観的情報がえられないままに，車いす提供がされている現状にある．申

請者は過年度に客観的に車いす使用者の快適性を定量的にストレス評価が可能となるような評価バッテリ指標

を開発した．今年度はＫｉｎｅｃｔセンサデバイスを利用した，車椅子心身評価システムの開発を目的とする． 

昆 恵介［ 北海道科学大学 保健医療学部／准教授 ］ 

早川 康之［ 北海道科学大学 保健医療学部／教授 ］ 

春名 弘一［ 北海道科学大学 保健医療学部／講師 ］ 

稲垣 潤［ 北海道科学大学 工学部／准教授 ］ 

安田 義幸［ (株)馬場義肢製作所／代表取締役 ］ 

土方 豊［ (株)馬場義肢製作所／義肢装具士 ］ 

 



  

 

平成２６年度 研究開発助成事業 福祉産業共同研究事業（７件） 

№ 研究開発テーマ名 および 研究概要 研究者氏名【所属／役職等】 

６ 

アロニア栽培を活用した健康寿命延伸生活モデルの研究開発 

 高齢者が自宅で固定化されやすい生活スタイルの改善を目的とし、身体に貟担をかけない小果樹アロニアの栽

培と園芸療法の手法を組み合わせた交流型生活スタイルの研究を行う。さらに抗酸化力（ORAC値）が高いアロニ

アの果実を食生活に取り入れることにより、生活習慣病予防につなげ、健康寿命延伸生活モデルを確立する。 

田島 健［ NPO法人ケアドゥフォーラム／正会員 ］ 

吉崎 俊一郎［札幌国際大学 人文学部 心理学科／講師 ］ 

佐渡 七重［NPO法人ケアドゥフォーラム／正会員 ］ 

７ 

センシングデバイスを活用した運動の評価システム構築 

 運動機能と認知機能を改善する効果があるふまねっと運動が社会的に評価されているが、参加者に簡易なセン

シングデバイスを装着することによって、リズムや着地圧、ステップの正確性等の評価システムを構築すること

で、運動への参加を促すとともに介護予防に資するものである。 

中島 康成［ (株)スマートサポート／常務取締役 ］ 

北澤 一利［NPO法人地域健康づくり支援会ワンツースリー／理事長、

北海道教育大学 釧路校／教授 ］ 

森 満［札幌医科大学／教授 ］ 

田中 孝之［北海道大学大学院情報科学研究科／准教授 ］ 

 

 


