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◇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（ノースタレント補助金） 

◇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 

◇札幌ライフサイエンス産業活性化事業 

  [ 1 ] 研究シーズ発掘補助金（札幌タレント補助金） 

  [ 2 ] 事業化支援補助金 

 

 

 

 

 

公益財団法人 北海道科学技術総合振興センター 



平成２８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（ノースタレント補助金）（２２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 

慢性胃炎と胃癌に関わる長鎖 noncoding RNA の解析 

これまで申請者は、慢性胃炎からの胃癌発生に関与しうる新規長鎖 noncoding RNA(lncRNA)とその結合タンパク質を同定した。

本研究は、lncRNA-タンパク複合体の癌における機能を明らかにすることで、革新的な発癌リスク予測診断・予防および治療法

開発につなげることを目指す。 

北嶋 洋志 

【札幌医科大学医学部分子生物学講座／助教】 

２ 

異常血管内皮細胞を制御する～血管肉腫と腫瘍血管の比較病理 
本研究は血管肉腫と腫瘍血管の比較解析から，血管内皮細胞の異常化機構を明らかにするものである。血管肉腫のモデルとし

てイヌを用いることで，ヒト血管肉腫研究の問題を解決し，血管肉腫の病態メカニズムを理解する。更に血管肉腫と腫瘍血管の

共通点を解析し，異常血管の成立に関わる分子機構を明らかにする。 

青島 圭佑 

【北海道大学大学院獣医学研究科／助教】 

３ 

末梢血単核球ミトコンドリア機能制御による心筋炎症制御機構解明 

「心不全における炎症の基盤として末梢血単核球（PBMC）のミトコンドリア機能が関与している」、また「心筋梗塞マウスの

PBMCにおけるミトコンドリア機能低下を薬物療法によって改善する」という仮説を検証し、新たな治療展開としての PBMCにお

けるミトコンドリア機能の有用性を証明するだけに留まらず、臨床応用することである。 

髙田 真吾 

【北海道大学大学院医学研究科／博士研究員】 

４ 

魚鱗癬における正常化細胞発生機構の解明と新規治療法の開発 

先天性魚鱗癬の一部（ichthyosis with confetti など）では、体細胞組換えにより身体の一部で病因遺伝子変異が消失し「自

然治癒」する。本研究では、この極めて特異な「正常化細胞発生現象」の分子メカニズムを解明し、現時点では対症療法しか存

在しない先天性魚鱗癬への新規治療法の開発を目指す。 

乃村 俊史 

【北海道大学病院皮膚科／助教】 

５ 

脂質ナノ粒子による脳腫瘍への薬物送達の実現 

 脳腫瘍は他の固形がん組織と比べて血管構造が非常にタイトである。これは血液脳腫瘍関門（BBTB）と呼ばれ、抗がん剤の腫

瘍組織への移行を強く妨げる原因となっている。そこで、画期的な脳腫瘍治療薬の実現を最終目標とし、BBTBを突破可能な直径

10 nmの極小脂質ナノ粒子を構築する。 

佐藤 悠介 

【北海道大学大学院薬学研究院／助教】 

６ 

非アルコール性脂肪性肝炎の肝線維化に対する新規治療薬への挑戦 

 申請者は、非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)において脂肪肝の形成、脂肪性肝炎への進展の過程でプロスタグランジン(PG)I2

が肝保護的に作用することを見出した。本研究では、NASHの肝線維化・肝癌に対する PGI2の役割を解明し、新規 NASH治療薬の

可能性を模索することを目的とする。 

粂井 志麻 

【旭川医科大学病院総合診療部／医員】 

 

 

 



平成２８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（ノースタレント補助金）（２２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】 

７ 

タンパク質間ネットワークを阻害する低分子ペプチドミメティクス 

 細胞内のタンパク質間相互作用を制御する分子の開発を目指し、タンパク質のαヘリックス構造のアミノ酸側鎖の空間配置を

模倣した、三員環と六員環のスピロ構造（スピロ[2,5]オクタン）を基本骨格とする低分子ペプチドミメティクスを創製する。

がんの創薬標的相互作用を狙い、新規抗がん薬シーズを創出する。 

渡邉 瑞貴 

【北海道大学大学院薬学研究院／講師】 

８ 

脳梗塞に対する再生医療の効果を高めるリハビリ手法の確立 

 我々は、脳梗塞に対する骨髄間葉系幹細胞の静脈投与による医師主導治験を実施している。しかし、脳梗塞に対するリハビ

リテーションは未だに確立された手法はないのが現状である。本研究の目的は、骨髄間葉系幹細胞移植の治療効果を更に高める

リハビリテーション方法の確立と治療メカニズムを解明することが目的である。 

佐々木 雄一 

【札幌医科大学医学部 

リハビリテーション医学講座／研究員】 

９ 

細胞間ネットワークを統合した放射線治療シミュレーションの開発 

 本研究では，申請者がこれまでに取り組んできた細胞間シグナル伝達をはじめとした細胞間ネットワークを再現したシミュレ

ーションモデルに，汎用放射線輸送コードをシームレスに統合することで，放射線治療への応用へと展開するための研究基盤を

確立することが目的である。 

佐々木 恒平 

【北海道科学大学／准教授】 

10 

融雪槽と源泉温度調節機能を有する発電システム用熱交換器の開発 

 申請者は，湯の川温泉の湧出温度が入浴に適した温度よりも高いことに着目し，温泉を高温熱源，雪の融解潜熱を低温熱源と

した発電システムを提案している．本事業では，本システムの実現性を左右する熱交換器の性能を向上させる手段として，ヒー

トパイプに関する研究を実施し受熱に適した熱交換器形状を明らかにする． 

川合 政人 

【函館工業高等専門学校生産システム工学科 

／助教】 

11 

高速プローブ顕微鏡を用いた寒冷地対応型燃料電池開発 

 当研究室で開発した高速プローブ顕微鏡を使い、氷点下での固体高分子形燃料電池における電極表面変化を原子分子レベル・

ミリ秒単位で観察する。低温下における触媒上での電極反応機構を解明することで、氷点下でも高効率かつ高耐久な電極触媒を

開発し、北海道における水素エネルギー社会確立に貢献する研究開発を行う。 

松島 永佳 

【北海道大学大学院工学研究院／准教授】 

12 

映像強調技術を用いた共振部位特定技術の開発 

 電子基板など複数の微小部品から構成される物体の共振部品の特定は専用の高価な機材を必要とする上、部品一つ一つを非接

触式センサーで計測しなければならず実用は困難である。そのため本研究では 1台のカメラの映像から微少な動きを強調する技

術を用いて、加振中の物体の共振部位を推定する技術の開発を行う。 

今岡 広一 

【北海道立総合研究機構工業試験場／研究職員】 
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№ 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】 

13 

金属ナノ微粒子の担体への固定化による高機能環境浄化触媒の開発 

 環境浄化用触媒分野では貴金属使用量の低減と汎用元素の利用による触媒の高性能化が必須の早急の課題となっている。本研

究では、我々の研究グループが開発してきたユニークなコロイド微粒子調製法により合成した金属ナノ微粒子を触媒担体に担持

し、環境浄化用触媒、特に窒素酸化物除去を目的とした触媒として応用する。 

鳥屋尾 隆 

【北海道大学触媒科学研究所／助教】 

14 

超耐熱性先進セラミックス複合材料の開発 

 本研究で開発する SiC/SiC複合材料は航空宇宙分野やエネルギー分野において、金属材料に代わる高温構造材料として期待さ

れている。本研究では工業化スケールの製造方法である DEMO-NITE法にて作製した SiC/SiC複合材料の高温特性に着目し、高温

暴露後の強度特性評価から高温安定性の確認と耐熱メカニズムの解明を目的とする。 

中里 直史 

【室蘭工業大学大学院工学研究科／助教】 

15 

SCAT 反応によるガス選択分離超分子自立膜の合成 

 側鎖にビニルエーテル基を有する主鎖が片巻きらせん構造のポリフェニルアセチレンを合成し、ビニルエーテル基のリビング

カチオン重合によりマルチストランド構造ポリマーを合成する。その後、このポリマー膜の主鎖の高選択的光環化三量化反応

（SCAT）により高分子膜から超分子自立膜を合成し、ガス選択分離を検討する。 

浪越 毅 

【北見工業大学／准教授】 

16 

C(sp3)-H 結合活性化反応を利用した生物活性化合物の合成研究 

 C-H結合活性化反応は次世代型の有機合成反応であり、その中でも C(sp3)-H結合の触媒的な活性化、続く官能基化は非常に困

難とされる。本研究課題ではこの難題を克服し、C(sp3)-H結合の二酸化炭素(CO2)による触媒的なカルボキシル化の技術を確立

させ、それを用いて生物活性化合物の短工程合成を実現し革新的な全合成技術の創出に繋げる。 

美多 剛 

【北海道大学大学院薬学研究院／助教】 

17 

鰭脚類に端を発する新興感染症の原因種特定と簡易診断技術の開発 

 道内での患者数増加が懸念される新興感染症について、原因となる海産寄生虫コリノゾーマ属の多様性を明らかにするととも

に、それら寄生虫種を簡便かつ迅速に識別できる形態学的および遺伝学的診断技術(DNAバーコーディング、RFLP法)を開発し、

今後必要とされる対応策の礎を築く。 

片平 浩孝 

【帯広畜産大学原虫病研究センター／特任研究員】 

18 

牛性選別精液の受胎率向上を目指した新規精子受精能評価法の開発 

 乳牛において性選別精液を用いた人工授精は通常の凍結精子に比べて受胎率が著しく低い。しかし、両者の違いを的確に判定

する方法はなく、作製過程の改善を効率的に進めることができない。本研究では、雌生殖道内に侵入した後の精子の受精能保持

時間や受精能獲得に必要な卵管上皮に対する付着能力を評価する方法を開発する。 

栁川 洋二郎 

【北海道大学大学院 獣医学研究科／助教】 

 
 
 



平成２８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（ノースタレント補助金）（２２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】 

19 

チルド食品の保存性向上に向けた低温細菌芽胞の性状解析 

 チルド食品の保存性を向上させるには、加熱殺菌後も製品に生残し、冷蔵保存中に発育する低温細菌芽胞の制御が重要である。

本研究では、道内食品工場から分離した低温細菌芽胞の発育特性や耐熱性を評価し、保存性の高いチルド食品の製造に向けた低

温細菌芽胞の基礎的知見を蓄積する。 

小林 哲也 

【北海道立総合研究機構食品加工研究センター 

／研究職員】 

20 

ホタテガイ卵巣由来のカロテノプロテイン pectenovarin に関する研究 

 申請者はこれまでの研究で、成熟期のホタテガイ卵巣に含まれる新規カロテノプロテインを見出し、pectenovarinと命名して

いる。本研究では、この新規カロテノプロテインについて、ホタテガイ卵巣におけるカロテノイド蓄積機構の解明や新しいホタ

テブランド品種確立の可能性をも視野に入れ、その基本的な性状や化学構造を明らかにする。 

松永 智子 

【函館工業高等専門学校物質環境工学科／准教授】 

21 

ジャガイモ黒あし病の植物内細菌分布と品種間感受性差異の解明 

 種ばれいしょの安定供給を脅かすジャガイモ黒あし病の防除技術を開発するため、既に作製に成功した緑色蛍光たんぱく質を

導入した病原菌を植物に接種し、病原菌の植物内での分布や局在を明らかにする。それとともに、ばれいしょ品種間での病原菌

に対する感受性の差異とそのメカニズムを解明する。 

藤本 岳人 

【農業・食品産業技術総合研究機構 

北海道農業研究センター／任期付研究員】 

22 

トドマツ外樹皮抽出成分を用いた新規抗原虫薬剤の開発 

 トリパノソーマ症は主に発展途上国で深刻な問題となっている家畜伝染病の一つである。我々は先行研究において、北海道に

自生するトドマツの外樹皮から抗トリパノソーマ活性物質として cis-アビエノールを発見した。本課題では cis-アビエノール

を基盤とした新たな抗トリパノソーマ薬の研究開発を目指す。 

重冨 顕吾 

【北海道大学大学院農学研究院／助教】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成２８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（１２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 

新規集放熱資材を用いた葉菜類の厳冬期無加温栽培技術の開発 
 道内企業の開発による集・放熱能力に優れた特徴を持つ新規ポリエチレン素材から作成された樹脂管（太陽熱利

用資材）の活用により、化石燃料による加温を必要としない、多雪寒冷な地域を含む道内広域の施設園芸パイプハ

ウスで実施可能な、葉菜類の厳冬期無加温栽培技術を開発する。 

黒田 邦臣 [株式会社ソラール／代表取締役] 

田中 征勝 [株式会社ソラール／研究員] 

地子 立  [北海道立総合研究機構農業研究本部 

上川農業試験場／研究主任] 

２ 

天然の吸水性火山岩を用いた水産乾製品の製造技術に関する研究 
当地域に豊富に存在する天然の火山岩を用い、その優れた吸水性に着目しながらも、単に吸水材として社会に提

供するのではなく、冷蔵温度帯で水産乾製品を製造する技術へと活用することで製品の付加価値を向上させ、その

成果を食と観光に繋げ、もって北海道ならではの研究開発による地域経済の活性化や雇用の創造に寄与する。 

清水 健志  [公益財団法人函館地域産業振興財団／研究主査] 

鳥海  滋  [公益財団法人函館地域産業振興財団／研究主任] 

吉岡 武也  [公益財団法人函館地域産業振興財団／研究主幹] 

下野  功  [公益財団法人函館地域産業振興財団／研究主幹] 

船橋 吉右衛門 [有限会社イリエ船橋水産／代表取締役] 

高橋 昱彦  [渡島設備工業株式会社／代表取締役] 

３ 

慢性肝疾患・肝障害を標的とした機能性食品スクリーニング法の開発 
 肝臓への慢性的な代謝的ストレスの結果生じる肝細胞変化を指標として、機能性食品スクリーニングのためのア

ッセイ法の開発を行う。特に、NASH(非アルコール性脂肪肝炎)改善能を持つ物質の機能評価と、肝臓障害性に関す

る安全性評価を同時に可能とする評価系を構築し、民間検査機関に技術移転し事業化を進める。 

尾崎 倫孝 [北海道大学大学院保健科学研究院／教授 

盛  孝男 [日昭アルミ工業株式会社 

ライフサイエンス研究開発室／研究員] 

川本 雅章 [日昭アルミ工業株式会社 

ライフサイエンス研究開発室／研究員] 

芳賀 早苗 [北海道大学大学院保健科学研究院／博士研究員] 

４ 

アルツハイマー病モデル動物を用いた抗酸化素材の評価と探索研究 
 本研究では、アルツハイマー病モデルマウスを用いて、その前段階である軽度認知症(MCI)の予防を目的として、

『食』からのアプローチを行う。実際に MCI の予防にはどのような食材が有効なのかを検証するツールとして、定

量的に繰り返し評価出来る酸化ストレス画像評価法の開発を行う事を目的とする。 

江本 美穂 [札幌医科大学／研究支援者] 

下濱  俊 [札幌医科大学医学部神経内科／教授] 

内藤 武俊 [株式会社サン・クロレラ 

生産開発部・生産開発足寄グループ／課長] 

藤井 博匡 [札幌医科大学医療人育成センター／教授] 

５ 

レスベラトロール誘導体含有植物幹細胞エキスの機能性評価 
 我々のグループはヤマブドウ細胞培養液が産生するレスベラトロールの機能性評価と市販化に成功した。三井化

学が開発し所有するヤマノイモ科植物幹細胞培養液には、未知のレスベラトロール誘導体やポリフェノール誘導体

が多量に存在する。この誘導体の生物活性を解明し、機能性化粧品や食品原料としての開発を共同で行う。 

堀尾 嘉幸 [札幌医科大学医学部薬理学講座／医学部長] 

多葉 田誉 [北海道三井化学株式会社 

／取締役・ライフサイエンスセンター長] 

久野 篤史 [札幌医科大学医学部薬理学講座／講師] 

細田 隆介 [札幌医科大学医学部薬理学講座／助教] 

６ 

エボラウイルスの細胞侵入を阻害する新規治療薬の開発 

 エボラ出血熱の治療薬は実用化されていない。2014年の西アフリカでの流行時には既存のウイルス遺伝子合成阻

害薬が緊急的に用いられたが、それらは薬効が弱く大量投与が必要であり副作用が大きい。本研究では、既存薬と

異なる作用点（ウイルスの細胞侵入阻害）に着目し、薬効が強く低副作用の治療薬の実用化を目指す。 

高田 礼人  [北海道大学人獣共通感染症リサーチセンター 

／教授] 

堺谷 政弘  [北海道大学大学院薬学研究院／准教授] 

南保 明日香 [北海道大学大学院医学研究科／准教授] 

内田 丈士  [ライラックファーマ株式会社／代表取締役] 

７ 

術後眼内炎起因菌の簡易迅速多検体検出キットの開発 
 特定の酵素とのみ反応する蛍光色素修飾基質を用いて、多検体中の術後眼内炎起因菌（黄色ブドウ球菌および腸

球菌）を 6 時間以内に検出するキットを開発する。操作は検体（100μL）を液体培地に接種しマイクロプレートリ

ーダーにセットするだけ（希釈、ろ過、寒天培地の準備が不要）の極めて簡便なものである。 

佐藤  久 [北海道大学大学院工学研究院／准教授] 

佐藤  出 [株式会社ＤＡＬ・ＤＮＡ解析ラボラトリー 

／学術部顧問] 

芦田 仁己 [株式会社ＤＡＬ・ＤＮＡ解析ラボラトリー 

／衛生検査室 室長] 

 



平成２８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（１２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 

視覚障碍者の日常生活支援用 3 次元拡大用ウエラブル眼鏡の開発 
 本研究では、弱視者および高齢者の視力低下を代償するための、小型カメラで撮像した対象物を速やかに 3 次元

拡大し装着した HMD（ヘッドマウンテッドディスプレイ）上に視覚呈示する小型カメラ付き 3D 拡大用ウエラブル眼

鏡の開発を実施する。本開発により、視力低下を軽減させ日常生活活動の障害を克服する。 

田中 敏明  [北海道科学大学／教授] 

宮坂 智哉  [北海道科学大学保健医療学部理学療法学科 

／教授] 

中島 康博  [北海道立総合研究機構産業技術研究本部 

工業試験場／主査] 

東海林 正敬 [有限会社 Little Snow／代表取締役] 

９ 

ビール酵母の１細胞網羅解析・採取選定システムの開発 
 ビール製造において、良質なビール酵母の選定・採取は最重要課題の１つである。酵母の種々の活性は個々の細

胞ごとに大きく異なるため、１細胞レベルの選定・採取技術が強く望まれる。本研究では、良質な酵母を細胞単位

で品質管理を行うための１細胞単位で酵母細胞の網羅解析・選定・採取が可能なシステムを開発する。 

岡嶋 孝治 [北海道大学大学院情報科学研究科／教授] 

潮井  徹 [サッポロビール株式会社北海道工場生産部／部長] 

10 

調光・調色機能を有する省エネな寒冷地用スマートウィンドウの開発 
 調光と調色機能によって夏期は赤外線を遮断して屋内への熱の侵入を防止し、冬期は赤外光を透過して有効利用

することで冷暖房負荷を低減する。さらに、天候に応じて可視光透過率を最適制御して照明負荷を低減するスマー

トウィンドウを開発する。これにより、寒冷地の住宅やオフィスビルの省エネルギー効果を飛躍的に高める。 

阿部 良夫  [北見工業大学マテリアル工学科／教授] 

川村 みどり [北見工業大学マテリアル工学科／教授] 

若松  栄  [北海道ガス株式会社／マネージャー] 

横川  誠  [北海道ガス株式会社／課長] 

武田 清賢  [北海道ガス株式会社／主査] 

古川 聡子  [北海道ガス株式会社／主任] 

11 

対戦データ解析と人工知能の統合によるカーリング戦略支援システム 
 カーリングの戦略支援を行うため，国内外のトップチームの膨大な対戦データにもとづき，現在の状況において，

トッププレイヤがとった戦略とその結果を統計的に示したり，人工知能プログラムの戦略を参照することで，その

状況で候補となる戦略の狙いとリスクについて提示したりすることが可能なシステムの開発を目指す． 

松原  仁 [公立はこだて未来大学／教授] 

竹川 佳成 [公立はこだて未来大学／准教授] 

桝井 文人 [北見工業大学／准教授] 

柳   等 [北見工業大学／准教授] 

宮越 勝美 [北見工業大学／准教授] 

山本 雅人 [北海道大学大学院 情報科学研究科／教授] 

石田  崇 [株式会社テクノフェイス／代表取締役] 

コーネリアス オーハリヒー [株式会社 テクノフェイス／ ] 

藤井  卓 [株式会社 テクノフェイス／ ] 

12 

外来種アライグマ対策コスト削減のための巣箱型罠の開発と商品化 
 外来種アライグマ対策では防除事業のコスト削減が最重要課題となっているが、アライグマの樹洞営巣性という

習性を応用した誘引餌が不要で点検コストのかからない巣箱型罠を、北海道の技術・資材を活用して安価で耐久性

のある構造で商品化し、最適設置手法マニュアルを添えて全国各地のアライグマ防除事業での活用を図る。 

池田  透 [北海道大学大学院文学研究科／教授] 

須田 孝徳 [苫小牧工業高等専門学校創造工学科／特命教授] 

根本 英希 [株式会社 Will-E／代表取締役] 

田中 一典 [北海道大学大学院文学研究科 

／大学院博士後期課程] 

石田 祥紀 [北海道大学大学院文学研究科／大学院修士課程] 

 

 

 

 



平成２８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 

北海道産チョウザメ類の養殖産業化のための生産・加工体制整備 
昨年北海道沿岸では、天然チョウザメ類が大量捕獲され、貴重な繁殖用親魚候補となった。また、養殖に有用な

画期的雑種も作出できた。本提案では、チョウザメ類の可食部（食味向上や加工食品）および非可食部（各種コラ

ーゲン等）利用の検討を通して、北海道産チョウザメ類の養殖産業化のための生産・加工体制を整備する。 

足立 伸次 [北海道大学大学院水産科学研究院／教授] 

都木 靖彰 [北海道大学大学院水産科学研究院／教授] 

井尻 成保 [北海道大学大学院水産科学研究院／准教授] 

萩原 聖士 [北海道大学大学院水産科学研究院／博士研究員] 

三坂 尚行 [北海道立総合研究機構水産研究本部 

さけます・内水面水産試験場／主任研究員] 

古市 明文 [株式会社美深振興公社／支配人] 

市村 政樹 [特定非営利活動法人サーモンサイエンス 

ミュージアム(標津サーモン科学館)／館長] 

２ 

新麦風味炊き種製パン法による機能性道産全粒紛パンの研究・開発 
 新麦風味道産小麦粉（含全粒粉）の炊き種生地と新麦風味道産全粒粉を用いた炊き種製パン法により、従来の道

産小麦パンと格段に差別化された食感、風味の機能性道産全粒粉パンを開発する。この機能性炊き種全粒粉パンは、

非常に良好な食感、小麦風味を示すと共に顕著な低ＧＩ食品、腸内環境改善効果等の機能性を有している。 

山内 宏昭   [帯広畜産大学食品科学研究部門／教授] 

川上 秋桜   [帯広畜産大学食品科学研究部門／特別研究員] 

山本 マサヒコ [株式会社山本忠信商店／専務取締役] 

木村 友音   [株式会社山本忠信商店／品質評価・製品開発職] 

天方 慎治   [株式会社満寿屋商店／部長] 

杉本 麻希   [株式会社満寿屋商店／副店長] 

３ 

十勝ワイン搾り粕を利用した口腔ケア食品素材のエビデンス構築と実用化 
 ワイン搾り粕（パミス）は池田町で年間約 80トン、道内で数百トン発生し、堆肥処分が実状である。昨年度本事

業で、パミス中のオレアノール酸を抽出した口腔ケア食品素材の低コスト化、歯周病予防効果確認を行った。本年

度は、主にヒトでの歯周病予防のエビデンスを蓄積し、道産の口腔ケア素材・応用食品の実用化を目指す。 

大渕 秀樹 [池田町ブドウ・ブドウ酒研究所／製造課醸造係長] 

尾原 基記 [池田町ブドウ・ブドウ酒研究所／主任] 

安彦 善裕 [北海道医療大学歯学部／教授] 

植原  治 [北海道医療大学歯学部／助教] 

４ 

脳血管性認知症に対する骨髄幹細胞移植による革新的治療法の開発 
 北海道では、特に人口の高齢化が進行しており、認知症の対策は喫緊の課題である。一方、幹細胞移植による再

生医療に期待が高まっており、我々は既に脳梗塞と脊髄損傷に対する医師主導治験を開始しており、良好な結果を

得ている。本申請では、脳血管性認知症動物モデルに骨髄幹細胞移植を行い、治療効果を検討し、臨床応用の追求

を軸として研究を推進する。 

佐々木 祐典 [札幌医科大学 

医学部附属フロンティア医学研究所／講師] 

本望  修  [札幌医科大学 

医学部附属フロンティア医学研究所／教授] 

岡  真一  [札幌医科大学 

医学部附属フロンティア医学研究所／特任講師] 

吉川 義洋  [ニプロ株式会社／部長] 

５ 

採血不要の血中脂質計器の非接触化および疾患感度向上技術の開発 

 従来の血液検査では、血中リポタンパク４種中の２種しか計測できず、また経時変化が計測できない事から、疾

患の見逃しが多く、再発リスクでは７０％の見逃しと言われている。昨年のスタートアップ補助金でこれらを解決

するための技術を確立した。本事業で、精度向上および簡易計測のための改良および技術基盤の整備を行う。 

飯永 一也 [メディカルフォトニクス株式会社／代表取締役] 

加藤 祐次 [北海道大学大学院情報科学研究科／助教] 

６ 

密封小線源治療のためのリアルタイム品質保証システムの開発 

 密封放射線源治療では、線源の動きを目視で確認することができないため、正しく治療が行われていることを確

認する手段がなく、誤照射を検知することが困難である。本研究では、体内に挿入可能なリアルタイム線量測定シ

ステムを開発し、線量投与の品質保証および医療事故の低減を目指す。 

石川 正純 [北海道大学大学院保健科学研究院／教授] 

宮崎 智夫 [株式会社ジェイマックシステム／ ] 

中川 啓治 [太宝電子株式会社／ ] 



平成２８年度 研究開発助成事業 札幌ライフサイエンス産業活性化事業 研究シーズ発掘補助金（札幌タレント補助金）（８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 

オリゴマー化タンパク質特異的機能光不活化法の構築 

ALSなどの神経変性疾患では毒性を獲得したタンパク質のオリゴマー形成が神経細胞死を引き起こすと考えられているが，依

然仮説の域を出ない．本研究では２分子再構成法と組み合わせた CALI法を開発することでオリゴマータンパク質特異的破壊法

の開発を行い，ALSの発症原因の解明と治療原理を確立する． 

北村 朗 

［北海道大学大学院先端生命科学研究院／助教］ 

２ 

活性酸素の制御による腫瘍血管の正常化 

 発がんやがんの悪性化には，活性酸素が関与することが報告されている．本研究ではがんの増殖・転移に重要な役割を担う腫

瘍血管に着目し，腫瘍血管を構成する腫瘍血管内皮細胞の異常性に活性酸素がどのように関与するかを解明し，さらに活性酸素

を制御することで腫瘍血管内皮細胞を正常化して腫瘍血管新生の制御を目指す． 

間石 奈湖 

［北海道大学遺伝子病制御研究所／助教］ 

３ 

機能性食品成分ルテインの消化管吸収改善に最適な製剤の開発 

 本研究では、消化管吸収率が 5%未満と低吸収性を示すルテインに関して、乳剤だけでなく、自己乳化製剤、固体分散体の開発

や、トランスポーターを利用した新しい吸収改善法にも着手する。それにより、ルテインの吸収率を改善するだけでなく、低い

投与量で安定した吸収性を示す最適な製剤を見出すことを目標とする。 

佐藤 夕紀 

［北海道大学大学院薬学研究院／助教］ 

４ 

膝関節靭帯線再建術評価シミュレータの開発 

 本研究では膝関節靭帯線再建術評価シミュレータを開発する．ヒトの膝を模した膝代替モデルを用いて膝関節靭帯再建術を施

す．モデルを生体力学試験器に設置し，任意の変位を与えた場合の膝の可動範囲及び支持力を測定する．測定値を筋骨格・有限

要素解析への入力とする．異なる再建術状態を再現し，運動への影響を評価する． 

武田 量 

［北海道大学大学院工学研究院／助教］ 

５ 

道産生薬中の主成分による機能性食品付加価値応用への研究 

道産シャクヤク根および五味子中に含まれるペオニフロリン群、リグナン類の詳細な分類を行い、顕著な鎮痛、抗炎症作用、

特に最近の臨床研究における末梢神経障害改善や抗ガン作用を示す生理活性物質を特定する。上記の分子機構を解明すること

で、道産植物による新規治療薬・健康食品開発の足がかりになることを目的とする。 

村井 勇太 

［北海道大学大学院 先端生命科学研究院／助教］ 

６ 

アスタキサンチンによる歯周病改善・予防効果の検証 

 アスタキサンチン（ASX）は，カニ，エビ，鮭などから得られるカロテノイド色素である．その作用として眼疾患の改善，皮

膚の老化予防，がんの進行や発症の抑制にも効果を有する．本研究では，歯周病予防改善・効果を検証するために，ASXによる

歯肉上皮細胞の LPS誘発性 MMPsの変化を解析する． 

植原 治 

［北海道医療大学歯学部／助教］ 

７ 

マリンセラミドの皮膚機能改善メカニズムの解明 

北海道の水産廃棄物より海洋生物に特徴的なセラミド関連化合物を精製し精密分離後、皮膚角化細胞のセラミド合成促進作用

を解明する。また、メカニズム解明のため皮膚機能と密接に関与する核内受容体 PPARとの関連を明らかにし皮膚疾患改善効果

が期待できる製品開発のため科学的根拠を示す。 

三上 大輔 

［北海道大学大学院先端生命科学研究院 

／博士研究員］ 
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８ 

カドミウム毒性に対するタマネギ成分の抑制効果 

食事や喫煙を介して低用量のカドミウムが日常的に摂取されており、この慢性的な曝露による生活習慣病の悪化が問題視され

ている。本研究開発テーマでは、カドミウム毒性を抑制することを目標として、北海道を代表する農産物であるタマネギに着目

した。その成分である硫化プロピル、硫化アリルの新規作用について検討する。 

佐藤 恵亮 

［北海道薬科大学／講師］ 
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１ 

Liquid biopsy の実臨床導入に向けた臨床検査パッケージの開発 

組織採取による「生検」に代わるがん患者への低侵襲検査として Liquid biopsy が注目されている。本研究では、

血液中に存在する遊離核酸遺伝子（cfDNA）の変異定量解析に必要な精度が担保できる血液保存や輸送の標準化を行

い、地域差のない臨床検査の汎用化を目指す。 

水上 裕輔 [札幌東徳洲会病院付属臨床研究センター 

／がん研究部 部門長] 

小野 裕介 [札幌東徳洲会病院付属臨床研究センター 

／臨床生体情報解析部 部門長] 

木下 憲明 [株式会社ジェネティックラボ 

／取締役 先端医療事業本部長] 

石川  誠 [株式会社ジェネティックラボ 

／病理事業本部・臨床試験部長] 

２ 

治療困難な悪性脳腫瘍の新規根治的治療薬開発 

 脳腫瘍のうち悪性度が高い脳腫瘍に対しては放射線治療とテモゾロミドの併用療法が用いられるが、テモゾロミド

の脳移行性が低く著効率はわずか 9%で数ヶ月の延命効果しかない。 

本研究は悪性脳腫瘍の根治を目標に、脳移行性が高く、かつ脳腫瘍細胞に対する増殖阻害効果が強く安全性の高い治

療薬の実用化を目指す。 

堺谷 政弘 [北海道大学大学院薬学研究院／准教授] 

内田 丈士 [ライラックファーマ株式会社／代表取締役] 

３ 

北海道産水産物由来コンドロイチンとⅡ型コラーゲンの有効活用 
 北海道特有の水産廃棄物に含まれるコンドロイチンおよびⅡ型コラーゲンを機能成分とした健康食品や化粧品の

実用化をめざし，これらの高収率な抽出・精製技術の開発と，機能性の実証（in vitroレベル）をおこなう。食機能

性としては高齢化社会における QOLの向上を目的とした抗肥満，関節炎低減，免疫機能活性化効果等に着目する。 

都木 靖彰 [北海道大学大学院水産科学研究院／教授] 

佐伯 宏樹 [北海道大学大学院水産科学研究院／教授] 

宮本 宜之 [丸共バイオフーズ株式会社／代表取締役社長] 

柚木 俊二 [地方独立行政法人 

東京都立産業技術研究センター／主任研究員] 

４ 

北海道産大麦若葉エキスの抗肥満効果に関する実証研究 
 今年度北海道産大麦若葉エキス末製品が初めて世に誕生する。大麦若葉には抗肥満効果があることは知られてお

り、その作用機構の解明として、Smart-H によって設立された道内機能性評価拠点の一つである高度脂質分析ラボラ

トリーを活用し、3T3-L1前駆脂肪細胞を用いた脂質合成抑制効果や脂質分解促進効果といった作用機序を実証する。 

津久井 隆行 [北海道大学大学院保健科学研究院／助教] 

佐藤  浩志 [日生バイオ株式会社／副主任研究員] 

 

 

 


