
平成 18 年度 研究開発助成事業 基盤的研究開発育成事業 シーズ育成補助金（18 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 
酸化ストレス下の神経伝達物質輸送体に作用する芳香性化合物の探索  
うつ病治療薬や抗不安薬、鎮静催眠薬の薬理作用に深く関連するモノアミンおよび GABA の輸送体に焦点を絞

り、酸化ストレスにより化学的修飾を受けたヒト型神経伝達物質輸送体とドラッグガスデリバリーシステム技術
の活用により、新しい薬理活性評価系を構築し、病態時の輸送体分子に作用する芳香性化合物を探索する。 

南  雅文【北海道大学大学院薬学研究院／教授】 
上原  孝【北海道大学大学院薬学研究院】 
仙田 晶嗣【ネイチャーテクノロジー（株）】 
西村 弘行【ネイチャーテクノロジー（株）】 

２ 
NADH 誘導体を用いた高感度 ELISA 試薬の開発 
ゲノム創薬等の実用化には細胞レベルでの微量タンパク質の定量解析が必須であるが、本研究開発では、画期

的な発色増感法であるチオ NAD サイクリング法と標識酵素を工夫した酵素免疫測定法の組合せにより、高感度
でしかも従来の汎用分析機器で測定可能な高感度 ELISA 試薬を開発する 

伊藤 敬三【（株）札幌バイオ工房／代表取締役】 
三浦 敏明【北海道大学大学院薬学研究院】 
渡部  聡【日立計測器サービス（株）】 

３ 

ロボット・福祉・建築工学融合型自立生活支援住環境システム開発 
現在北海道では在宅高齢者が安心して住み続けるためにも住宅アプローチ部分の雪処理問題を解決し、高いア

クセシビリティを確保することが不可欠である。本研究は北国における在宅高齢者の自立生活を支援するユニバ

ーサルデザイン型住環境システムの開発をロボット・福祉・建築工学の融合により行うことを主な目的とする。

野口 孝博【北海道大学大学院工学研究科／教授】 
野口 孝文【釧路工業高等専門学校電気工学科／教授】 
及川 雅稔【北海道立工業試験場製品技術部／科長】 
大元 知己【アトリエアム（株）／取締役所長】 
宮田 昌和【サンエス電気通信（株）／代表取締役社長】 

４ 
牛肉のおいしさ測定装置の開発 
和牛の改良は、見た目のおいしさはもとより、実際のおいしさも重要であることが再認識されつつある。牛肉

の口どけに大きく影響している脂肪の融点やモノ不飽和脂肪酸割合などを、画像解析により、瞬時に判定するシ
ステムを開発し、食肉加工ラインへの導入を目指す。 

口田 圭吾【帯広畜産大学大学院畜産学研究科／助教授】 
日高  智【帯広畜産大学畜産学部畜産科学科／助教授】 
小高 仁重【早坂理工（株）第一営業部／課長代理】 
堀  武司【北海道立工業試験場技術支援センター／研究員】 

５ 
アルカリ処理法による魚鱗コラーゲン・高効率製造方法の開発 
ティラピアの鱗のコラーゲンは、変成温度 35℃以上が実現可能であり、牛・豚コラーゲンの代替素材として

注目されている。しかし、従来の酵素抽出法では収率（3%）が低く実用化が難しい。本研究では、アルカリ抽
出法により抽出効率 50%を目標とする。工業的プロセスの簡略化と安全な材料の安定供給を実現する。 

城野理佳子【北海道大学創成科学共同研究機構／教務職】 
八木 健司【北海道曹達（株）研究開発部／主査】 

６ 
分解性を制御可能な生分解性プラスチック塗工紙マルチの加工技術 
紙は柔軟性や保湿性がありさらに環境への負担が少ない。この性質を応用して、生分解性を制御できる物質を

含有した生分解性プラスチックを古紙に塗工して紙マルチを生産する技術を開発する。この技術の確立のより農

業分野に新規の紙マルチを提供する。 

岡本 明治【帯広畜産大学フィールド科学センター／センター長】 
花田 正明【帯広畜産大学畜産学部】 
小池 正徳【帯広畜産大学畜産学部】 
東川 孝義【北陽紙工（株）】 

７ 

貝類殻体からの活性有機分子の分離精製法開発 
貝類の殻中に微量ではあるが、骨や皮膚などの結合組織を活性化する物質が発見され（Nature 392: 861-862、 

1998）、その効率よい分離法が求められている。申請者の長年の経験から系統的な分離方法を確立し、皮膚の活
性化（スキンケア産業用）、細胞の大量培養（バイオ産業用）、歯周組織の再建（再生医療）に役立て、新しい
道内産業を創造する。 

久保木芳徳【北海道大学／名誉教授】 
亘理 文夫【北海道大学大学院歯学研究科／教授】 
滝田 裕子【北海道大学大学院歯学研究科／助手】 
北川 善政【北海道大学大学院歯学研究科／教授】 
藤井  創【（株）アミノアップ化学研究開発部門／室長】 
小砂 憲一【（株）アミノアップ化学／代表取締役】 

８ 

新規異性体蔗糖“イソピラノスクロース”の酵素的生産 
極く 近、申請者らは従来から天然に存在しないとされているフルクトピラノシル基を有する糖を植物エキス

発酵液から初めて見い出し、単離・構造決定を行った。この糖は、甘味性の蔗糖異性体であることから“イソピ
ラノスクロース”と名付けた。本研究は、この糖の合成系を明らかにし、大量生産のための基礎的知見を得よう
とするものである。 

小野寺秀一【酪農学園大学／教授】 
岡田 秀紀【大高酵素（株）／主任研究員】 
上野 敬司【光塩女子短期大学／講師】 
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９ 
分子標的型免疫アジュバント剤の開発 
がんや感染症における免疫能の強化には、分子論的基盤をもつアジュバントの開発が重要である。本研究では、

自然免疫、特に Toll 様受容体を介して宿主免疫を活性化するアジュバントをスクリーニングし、樹状細胞に働い
て、サイトカイン、IFN、CTL、 NK などを選択誘導できるアジュバントの開発を目指す。 

松本美佐子【北海道大学大学院医学研究科／助教授】 
西岡  浩【（株）アミノアップ化学】 
西川  諭【（独）産業技術総合研究所】 

10 

NKT 細胞活性化に関わる食用茸類の脂溶性画分の解析と医薬品素材の開発 
十勝圏で比較的多く栽培されているエノキ及び食用茸類の利用を促進するために本体及び未利用部、規格外品

を含めて、その脂溶性画分から NKT 細胞を活性化する化学物質を詳細に調べることにより、付加価値の高い医
薬品素材の生産開発を目指す。 

櫛  泰典【帯広畜産大学畜産科学科／教授】 
大庭  潔【（財）十勝圏振興機構食品加工技術センター／課長】 
小林 洋一【コスモ食品（株）／部長】 
杉田 陸海【滋賀大学教育学部／教授】 
糸乗  前【滋賀大学教育学部／助教授】 

11 

超臨界・亜臨界水反応による北海道産新規機能性多糖類製品の開発 
多糖類は、北海道に豊富に存在する天然資源であり、近年、機能性食品、医薬品等の高付加価値化成品として、

様々な分野で需要が拡大している。本研究では、次世代の環境調和型・高効率反応プロセスである超臨界・亜臨
界水反応システムを用い、道内天然資源に含有される多糖類由来の新規高機能製品に関する研究開発を行う 

原  耕三【共成製薬（株）研究開発部／部長】 
小澤 友裕【共成製薬（株）】 
松嶋景一郎【北海道立工業試験場】 
浦  晴雄【北海道立工業試験場】 
蓑嶋 裕典【北海道立工業試験場】 
内山 智幸【北海道立工業試験場】 
平野 繁樹【北海道立工業試験場】 

12 
バイオガス由来ベンゼンの応用性改善のための改質技術開発 
家畜ふん尿等有機性資源の嫌気性発酵により得たバイオガスメタンの脱水素芳香族化反応ではベンゼンと水

素を併産できるが、酪農村など有機性資源の産出地においては特にベンゼンの需要が無い。そこで、ベンゼンの
水素化によるシクロヘキサンへの改質技術開発を行うとともに、生成物の燃料等への利用可能性を検討する。 

主藤 祐功【（独）土木研究所寒地土木研究所／主席研究員】 
大久保 天【（独）土木研究所寒地土木研究所】 
桜元  正【（株）電制】 

13 
光環境制御による高機能性スプラウト（芽だし野菜）の生産 
スプラウト（芽だし野菜）は、成植物よりも機能性成分を豊富に含むことが知られており、健康野菜として注

目されている。本課題では、アブラナ科スプラウトの生産時に、光環境（光強度・波長）を制御し、ポリフェノ
ール類やイソチオシアネート類を高濃度で含有する、各種の機能性強化スプラウトの生産条件の確立を目指す。

大澤 勝次【北海道大学大学院農学研究院／教授】 
前田 智雄【北海道大学大学院農学院／博士研究員】 
大島 千周【森産業（株）研究開発室／研究員】 
鈴木  卓【北海道大学農学院／助教授】 

14 

海産貝類の遺伝資源管理に向けた分子生物学的マーカーの開発 
北海道および周辺海域に生息する水産重要種である貝類の遺伝子・非遺伝子 DNA 配列を解読して各種 DNA マ

ーカーやモノクローナル抗体など生化学マーカーの開発を試み、幼生の同定や多様性解析に資することにより、
それら貝類資源の保全と持続的利用、さらには効率的な育種を可能にする。 

阿部 周一【北海道大学大学院水産科学研究院／教授】 
佐々木 達【（株）エコニクス／常務取締役】 
松山 惠二【北海道東海大学工学部海洋環境学科／教授】 
馬場 勝寿【北海道立函館水産試験場／栽培技術科長】 
工藤 隆士【北海道檜山支庁奥尻地区水産技術普及指導所／所長】 

15 

看護職員配置の違いによる医療の安全と質に関する経済学的検証 
本年 4 月診療報酬が改定され、ほぼ全面マイナス改訂中、看護師配置基準はこれまでの 高基準・看護師 2 人

対患者 1 人から、1．4 人対 1 人が新たに算定され、保険点数が引き上げられた。看護に対する社会的重要性・
責任が高くなっている。そこで、経済学的観点から改訂前後の医療・看護の安全性と質を比較検討する。 

齋藤いずみ【北海道医療大学看護福祉学部看護学科／教授】 
遠藤紀美恵【北海道医療大学看護福祉学部看護学科】 
伊藤 道子【北海道医療大学看護福祉学部看護学科】 
林  佳子【カレスアライアンス天使病院看護部】 
長谷川 浩【北海道電力（株）情報通信部／課長】 
藤本征一郎【カレスアライアンス天使病院／院長】 
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16 

糖タンパク質結合領域特異的な抗グリコサミノグリカン抗体の開発 
コンドロイチン硫酸やヘパラン硫酸などのグリコサミノグリカンは、細胞増殖、分化、個体発生、組織の形態

形成などに係わっている。ここでは、生合成の仕分けに重要なこれらの糖鎖の糖-タンパク質結合領域四糖上に
発見した硫酸化修飾を識別し、糖鎖異常による疾病の探索や生合成の研究に有用な糖鎖認識プローブを開発す
る。 

菅原 一幸【北海道大学大学院先端生命科学研究院／教授】 
嘉屋 元博【（株）ホクドー／部長】 
木村 忠美【（株）ホクドー／技術職社員】 

17 

メタボリックシンドローム予防･改善効果を有する牛乳ﾎｴｲ由来ポリペプチドの検索と機能

性食品への応用 
生活習慣病を引き起こすメタボリックシンドローム【内臓脂肪症候群】の増加が社会問題となっている。我々

は牛乳のホエイたんぱく質の一つであるラクトフェリンが抗ストレス・鎮痛活性に加えて、脂質代謝改善など新
規機能を持つことを明らかにした。この研究ではチーズ製造過程で余剰生産されるホエイ蛋白質溶液の中から、
ラクトフェリンを初めとした上記生理活性ポリペプチドを特定・精製し、生活習慣病の予防･改善を目指した機
能性食品素材として開発を試みる 

横田  博【酪農学園大学／教授】 
原田 悦守【酪農学園大学獣医学部／客員教授】 
永井  浩【（株）ホクドー】 
嘉屋 元博【（株）ホクドー】 
竹内  崇【鳥取大学農学部獣医学科】 

18 
四光波回折を利用した薄膜結晶解析装置の開発 
四光波回折技術による偏光解析装置を製作し、薄膜結晶における残留歪評価装置として製品化に向けた開発を

行う。さらに顕微分光を基礎とした集光技術との融合により、歪分布の実空間イメージングを実現し、歪の起源

となる欠陥や不純物の形状認識技術の提供へと展開する。 

戸田 泰則【北海道大学大学院工学研究科／助教授】 
足立  智【北海道大学大学院工学研究科／助教授】 
長枝  浩【（有）トリマティス北海道 R&D ｾﾝﾀｰ／ｾﾝﾀｰ長】 
佐藤 弘幸【（有）トリマティス北海道 R&D ｾﾝﾀｰ】 

 


