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はじめに                                                    
 

  川崎医科大学・川崎医療福祉大学 2018 年度研究シーズ集を作成いたしました。 

 本シーズ集では、特許出願済であり、実施化企業が未定であるシーズを掲載しております。

本シーズ集に掲載しておりますシーズの共同開発及び実施化のみならず、シーズの技術自体に

関心をお持ちいただけます場合は、ぜひ、下記連絡先までメールをくださいますようお願い申

し上げます。 

◆川崎医科大学のシーズは、産学連携知的財産管理室まで 

 E-mail：s-renkei@med.kawasaki-m.ac.jp 

 電話：086-462-1111（内線：26049） 

◆川崎医療福祉大学のシーズは、庶務課まで 

 E-mail：kenkyu@mw.kawasaki-m.ac.jp 

電話：086-464-1016 
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教室名 生化学

職　名 教　授

名　前 山内　明　（やまうち　あきら）

研究内容

特許情報

説明図

想定される実施例
応用例

我々は画像解析によるin vitro 癌細胞走化性アッセイ系を確立した（BMC
Cancer, 17:234, 2017 ）。この評価法によりヒト膵癌細胞株の走化性を抑制する
低分子化合物をスクリーニングし、ヒット化合物を得た。担癌マウスにヒット化
合物の一つを投与したところ、腫瘍の増殖を抑えた。また、このヒット化合物の
細胞毒性は遊走を抑える濃度では観られなかった。これらより、この化合物
は、細胞毒性の無い濃度で膵癌細胞の走化性を抑え、腫瘍増殖を抑えること
が分かった。本シーズは癌転移を抑え、従来の抗癌剤よりも副作用が少ないこ
とが期待される。

発明の名称：新規抗腫瘍剤
特許出願済
出願人：学校法人 川崎学園、学校法人福山大学
本学発明者：山内　明

医薬品（抗腫瘍薬）
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教室名 微生物学

職　名 教　授

名　前 齊藤　峰輝 （さいとう　みねき）

研究内容

特許情報

説明図

想定される実施例
応用例

ヒトT細胞白血病ウイルス１型（HTLV-1）は、感染者の一部にHTLV-1関連脊
髄症（HAM）および成人T細胞白血病（ATL）を発症させるヒトレトロウイルスで
ある。これらHTLV-1関連疾患の発症に密接に関連するHBZ蛋白質は、その
生体内での発現量が極めて低いため、これまで鋭敏な検出・定量系が存在せ
ず、疾患の発症に関する、特に臨床検体を用いた研究が進まなかった。本発
明では、HBZ蛋白質と反応する新規モノクローナル抗体を作製し、HBZ蛋白質
を鋭敏に検出・定量可能な高感度ELISA系を構築した。

発明の名称：ヒトT細胞白血病ウイルスHBZ蛋白質の検出方法
出願番号：特願2014-250359
出願人：学校法人 川崎学園
本学発明者：齊藤　峰輝
                  塩浜　康雄（平成27年度退職）

本発明により、従来不可能であったHBZ蛋白質の鋭敏な定量的検出が可能と
なり、本発明の成果を臨床検体を用いた研究に適用することで、HTLV-1関連
疾患の検査、診断、病態把握への応用が可能になることが期待される。
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教室名 微生物学

職　名 助　教

名　前 内藤　忠相　（ないとう　ただすけ）

研究内容

特許情報

説明図

想定される実施例
応用例

　季節性A型インフルエンザウイルスは頻繁に抗原変異が起こるため、流行状
況予測から選定されたワクチン株と実際の最新流行株との間で抗原性が一致
せず、ワクチンによる重症化阻止効果が著しく低下する場合がある。本研究で
は、次シーズン以降の流行株に起きる抗原変異部位（全ウイルス遺伝子の全
アミノ酸領域を対象）を予め推測できる「インフルエンザウイルス未来流行株予
測システム」の開発を試みる。そして、新規抗原変異株のウイルス性状解析を
行うことで、毎年の流行株と抗原性が一致したワクチン株選定を可能にする基
盤情報を蓄積する。

発明の名称：インフルエンザウイルスＲＮＡポリメラーゼの変異型ＰＢ１
出願番号：特願2017-214983
出願人：学校法人 川崎学園
本学発明者：内藤　忠相、齊藤　峰輝

未来流行株を検出するインフルエンザ診断キットの開発

出現の可能性がある新規抗原変異株を

事前に単離し 、 ワク チン開発に必要な

ウイ ルス性状情報を得る 

現在の流行ウイ ルス株 

さ ら に将来的な未来流行株を

単離する こ と で、 ウイ ルスの

進化方向性と 進化許容性を 解

析し 、 ワク チン開発に資する

基盤情報を蓄積する 

→低忠実性ポリ メ ラ ーゼ導入ウイ ルス

（ 本研究シーズ） を応用し てスク リ ー

ニングを行う  
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教室名 衛生学

職　名 教　授

名　前 大槻　剛巳　（おおつき　たけみ）

研究内容

特許情報

説明図

想定される実施例
応用例

健常人群（H群）、有アスベスト曝露も担癌のない胸膜プラーク群（P群）および
悪性中皮腫群（M群）の末梢血より血漿と免疫担当細胞を分離し、サイトカイ
ンならびに免疫担当細胞の発現分子・遺伝子の検討から、P+M群をH群と区
別するA（アスベスト）スコア、P群を他群と区別するPスコア、ならびにM群を他
群と区別するMスコアを構築した。ROC曲線では、それぞれ感度・偽陽性率
（1-特異度）が、Aスコア：0.875/0.117、Pスコア：0.917/0.065、Mスコア：
0.857/0.103と良好な結果を得ている。

発明の名称： アスベスト曝露歴または中皮腫の検査方法
出願番号：PCT/JP2016/62106
出願人：学校法人 川崎学園
本学発明者： 大槻　剛巳、西村　泰光、武井　直子、李　順姫
　　　　　　　　  松﨑　秀紀（現在は県立広島大学）

別途データを添付ください

石綿曝露と石綿起因性中皮腫発症に関するスクリーニング技術は放射線技
術に委ねざるを得ず、採血による手法が無い。そして、本シーズの科学性は、
石綿による免疫影響の検討から腫瘍免疫の減衰とともに、変化を受ける免疫
関連印紙が抽出された新知見を基盤としている。採血による石綿曝露と石綿
起因性中皮腫発症に関してハイリスクグループに対して採血を用いた技術も
無く、市場性としても石綿作業者に加え瓦礫処理・建造物解体作業者や石綿
取扱工場近隣居住歴を有する市民に対する一時スクリーニング手法となる。
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教室名 衛生学

職　名 准教授

名　前 西村　泰光（にしむら　やすみつ）

研究内容

特許情報

説明図

想定される実施例
応用例

　末梢血中のナチュラルキラー（NK）細胞機能の低い人はがんに罹患し
易いことが知られており、NK細胞機能の測定は健康増進ビジネスにおい
て重要な役割を果たすと期待される。我々は、標的細胞および培養操作
を必要としないNK細胞機能の非生物学的検査方法を発明した。本法によ
りNK細胞比率（％）およびNK細胞中の遺伝子Aと遺伝子BのmRNA量に基
づき算出される値、Non-Incubating Natural Killer Score（NINK score）は、
①旧来のNK活性値と良好に相関し、②バイオアッセイに立脚するが故の
旧来法における測定間誤差発生の弱点を克服している。従って、本法は
到来するデータヘルスビジネス時代において有用な健康数値測定法と成
り得ると予想される。

発明の名称：ナチュラルキラー細胞機能の検査方法
出願番号：特願2016-115118　平成28年6月9日、PCT/JP2017/ 21457
出願人：学校法人 川崎学園
本学発明者：西村　泰光, 大槻　剛巳, 李　順姫, 武井　直子
                   松﨑　秀紀（現在は県立広島大学）

＜健康増進マーケットへのビジネス展開＞
　人間ドックを利用する顧客など、健康意識の高い人々においては”がん
予防”の観点から自らのNK細胞機能に関する認識要求が潜在的に相当
程度有ると予想される。NINKスコアは、健診センターや検査診断企業等
へのライセンスアウトなどにより商品化を実現することを念頭に置いてい
る。NINKスコアは旧来のNK活性と良好な相関を示し測定が安定・確実で
あるだけでなく、スコア算出の基礎となるNK細胞（％）・遺伝子Ａ mRNA
量・遺伝子B mRNA量の個別データも提供でき、総合的な”NK細胞診断
書”として訴求力のある商品となると予想される。
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低値
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教室名 衛生学

職　名 助　教

名　前 李　順姫　（り　すに）

研究内容

特許情報

説明図

想定される実施例
応用例

珪肺症例の患者は呼吸器症状の他に、ある種の自己免疫疾患を高頻度で合
併することが報告されている。自己免疫疾患の効果的治療には早期診断が必
須であるがそのようなツールはない。
本発明は、自己免疫疾患の「極早期」を捉える検査方法に関するものである。
自己免疫疾患未発症の珪肺症患者を自己免疫疾患発症予備群と捉え、末梢
血を用いて、健常人、珪肺症（自己免疫疾患発症予備群）を明確に区別する因
子の検出を行った。ROC解析により感度94.4 %の予測式が得られ、健常人と珪
肺症の免疫状態を明確に分けることに成功し本発明を完成した。

発明の名称：自己免疫異常の検査方法
出願番号：特願2017-192501
出願人：学校法人 川崎学園
本学発明者：李　順姫、大槻　剛巳、西村　泰光

本技術の適用としては、
①珪肺症に代表される、塵肺患者、様々な化学物質に曝露される人々の健康
診断項目に利用する。
②自己免疫疾患が頻発する若年層女性などの一般健康診断項目に加えるこ
とを想定している。
自己免疫疾患とは無縁と考え、早期診断の機会を失う人々を救うことが出来る
ようになる。

予測値による、

偽陽性はなく、

偽陰性も１つだ

け。とても感度

が良い。
予測値

偽陽性０

偽陰性1
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教室名 総合外科学

職　名 准教授

名　前 深澤　拓也　（ふかざわ　たくや）

研究内容

特許情報

説明図

想定される実施例
応用例

山中遺伝子の一つであるSOX2（SRY-box2）は、近年、肺扁平上皮癌、食道癌
における系統維持型癌遺伝子であることが明らかとなった転写因子であり、そ
の活性を阻害することにより、当該癌細胞の増殖抑制及び抗腫瘍活性を誘導
することが期待される。
　我々は、標的遺伝子SOX2の発現をコントロールできる人工転写因子：
ATF/SOXを開発した。この人工転写因子は、肺扁平上皮細胞株あるいは食道
扁平上皮細胞株においてSOX2プロモーター活性を抑制し、内在性SOX2発現
を抑制し、in vivoにおいても強力な抗腫瘍活性を示した。今後、ATF/SOXによ
る手術不能な進行性肺癌や食道癌に対する新しい治療法が期待できる。

発明の名称： 扁平上皮癌に対する抗腫瘍剤
出願番号：特願2017-038047
出願人：学校法人 川崎学園
本学発明者：猶本　良夫、深澤　拓也

進行肺扁平上皮癌患者、食道癌患者に対する、ATF/SOX2発現型リコンビナ
ント•アデノウイルス製剤の内視鏡的局所投与など。
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教室名 神経内科学

職　名 教　授

名　前 砂田　芳秀　（すなだ　よしひで）

研究内容

特許情報

説明図

想定される実施例
応用例

 

①脳卒中様発作を繰り返し進行するMELASでは、変異ミトコンドリア
　tRNALeu(UUR)のアンチコドン(以下、「mtRNALeu」)のタウリン修飾欠損が
　翻訳障害を惹起することを発見。
②MELASに代表されるミトコンドリア病がタウリンの症状が投与により改善
　すること、その改善が、MELAS変異mtRNALeuのタウリン修飾率の改善に
　加え、正常 mtRNALeuのタウリン修飾率の改善によることを発見。
③正常mtRNALeuのタウリン修飾率が加齢により低下することを発見。
④正常mtRNALeuのタウリン修飾率を指標にすれば、従来のミトコンドリ機能
　マーカーよりも極めて早期の身体の機能障害を、精度よく検出できる。

発明の名称： 老化を反映するミトコンドリアバイオマーカー
出願番号：PCT/JP2017/12205
出願人：学校法人 川崎学園
本学発明者：砂田芳秀、大澤　裕、西松伸一郎

　　　　　MELASの原因tRNALeu(UUR)変異　　　　　　　　　　　　タウリン投与によるMELAS改善効果

 
      MELAS患者のtRNAタウリン修飾率                　　　　　　　 健常者のtRNAタウリン修飾率

ミトコンドリアの機能低下が、加齢に伴う機能障害に関与とされているので:

①健常者において、自覚症状や健康診断等では異常がないまま進行する、
加齢に
　伴う身体の機能障害の早期発見が可能となり、個々人の老化の進行状態
や
　機能障害の発生リスクの把握、その改善に利用できる。
②タウリンの修飾率改善を指標とする健康寿命の延長を目指している。
③ミトコンドリア病の早期発見や、タウリン療法の治療効果を早期に確認
　できるので、病状の進行を効果的に抑制、改善することができる。
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教室名 スポーツ・外傷整形外科学

職　名 准教授

名　前 玉田　利徳　（たまだ　としのり）

研究内容

特許情報

説明図

想定される実施例
応用例

「長孔穿設装置」は患部手前の骨内に、患部へと続く長孔を穿設するための
手術器具である。第２頸椎の歯突起の裏側の極めて到達困難な患部を切除
するために、必要な大きさの貫通孔を確実に形成する穿設器具を発明した。
互いに重なり合う複数の長孔を一定のピッチで精度よく形成できるので、内視
鏡により患部を良好に観察して手術処置を安全に施すことができる。
本発明は、より低侵襲な内視鏡手術を円滑かつ適切に進めることができる。
また、上位頸椎において歯突起骨折や環軸椎亜脱臼に対する前方スクリウ固
定は、同一手術にて既に臨床応用されていて有用であった。

発明の名称： 長孔穿設装置
出願番号： PCT/JP2016/ 82925
出願人： 学校法人 川崎学園
本学発明者： 玉田利徳

別途データを添付ください

既に、この長孔穿設装置は作製済みで実用して、内視鏡手術２例が施行され
た。これにより、極めて到達困難な患部への進入路が確実に骨内に形成さ
れ、新たな脊椎内視鏡の専用器具を必要としているので、これを事業化でき
ると考えている。
最難関である上位頸椎への内視鏡手術が確立すれば、より低侵襲な脊椎手
術手技がどの脊柱高位でも応用可能となる。これまでに歯突起スクリウ固定
術と環軸椎前方固定術（骨移植術）を報告して、第２頸椎歯突起後方偽腫瘍
に対する内視鏡摘出術や歯突起切除術は実施可能となった。さらに、椎間板
ヘルニア前方摘出術や黄色靱帯切除術への応用が期待される。
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教室名 肝胆膵内科学

職　名 教　授

名　前 日野　啓輔　（ひの　けいすけ）

研究内容

特許情報

説明図

想定される実施例
応用例

グルコース誘導体2-deoxy-D-glucose(2DG)はGlucose transporters(GLUTs)
によりがん細胞に取り込まれ、解糖系阻害によるATP産生抑制等を介して抗
がん作用を発揮する。我々は既に肝癌細胞皮下移植ヌードマウスを用いて
2DGによる肝癌抑制効果を証明したが、高用量投与により高血糖等の有害事
象も認めた。そこで2DGの生体組織への影響軽減およびがん組織移行効率
向上を目的として、企業である先端医療開発との共同開発によりPoly(lactic-
co-glycolic acid) (PLGA)に2DGを封入したナノ粒子(2DG-PLGA)を作成し、肝
細胞癌に対する有効性・安全性を検討している。その作用機序の一つとして、
抗腫瘍免疫活性化作用があることを見出し、詳細な機序について現在検討中
である。

発明の名称：医薬組成物及び腫瘍免疫活性促進剤
出願番号： PCT/JP2018/024528
出願人：学校法人 川崎学園、株式会社 先端医療開発
本学発明者：日野　啓輔、仁科　惣治、佐々木　恭

なし
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教室名 肝胆膵内科学

職　名 教　授

名　前 日野　啓輔　（ひの　けいすけ）

研究内容

特許情報

説明図

想定される実施例
応用例

CD26(別名Dipeptidyl peptidase 4;DPP4)の発現は様々な癌の進展に影響を
及ぼしますが、我々は肝細胞癌（HCC）の病態進展に対してCD26/DPP4が関
連することを明らかにした。DPP-4阻害剤は臨床的に広く投与される糖尿病治
療薬であるが、HCCに対してDPP-4阻害剤が及ぼす影響は明らかではない。
DPP4阻害剤はCD26/DPP4陽性肝癌細胞に対する直接的な抗腫瘍効果は認
めなかったものの、in vivo における腫瘍増大抑制効果を認めた（図1）。上記
抗腫瘍効果の機序として、DPP4活性はCXCL10-CXCR3 axisを介したT細胞
およびNK細胞の走化性を阻害するが、DPP4阻害剤はこれを抑制することで
抗腫瘍免疫を介した抗腫瘍効果を発揮すると考えられた。以上の研究内容に
つき論文報告を行った (Cell Mol Gastroenterol Hepatol. in press)。

発明の名称：肝細胞癌の予防又は治療のための医薬
出願番号： PCT/JP2016/62441
出願人：学校法人 川崎学園
本学発明者：仁科　惣治、日野　啓輔

なし
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教室名 公衆衛生学

職　名 教　授

名　前 勝山　博信　（かつやま　ひろのぶ）

研究内容

特許情報

説明図

想定される実施例
応用例

骨芽細胞から分泌されるmR-140-3pにオステオカルシン産生促進作用のある
ことを見出した。オステオカルシンは骨に対する作用だけでなく、全身の臓器に
対してホルモン様作用を有することが明らかとなっている。このmR-140-3pを
投与し、全身に対する影響を検討することで、骨代謝だけでなく新たな作用の
薬を開発できると考える。

発明の名称：miR－140－3ｐによる骨芽細胞からのオステオカルシン産生促進
出願番号：特願2017-188037
出願人：学校法人 川崎学園
本学発明者：勝山　博信、伏見　滋子
                  濃野　勉（客員研究員）

・miR-140-3pの封入体を投与し、骨代謝に及ぼす影響を検討する
・miR-140-3pを投与することにより変動する新規バイオマーカーを検索する

OCN

TGF
3

骨芽細胞におけるmiR‐140‐3pの

機能

miR‐140‐3p

overexpression
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学科名 リハビリテーション学科

職　名 准教授

名　前 石田　弘　（いしだ　ひろし）

研究内容

特許情報

説明図

想定される実施例
応用例

今回、腰痛対策の運動器具を開発した。発明内容は、体幹の回旋負荷に対し、
身体の位置関係を変えずに運動するための構造である。振動を発生する装置は
既製品として多く存在する。例えば、振動装置を固定的に設置し、装置の振動部
を止めようとすれば運動することは可能である。しかし、筋収縮が負荷に対して適
切であるかは不明である。そこで、振動装置を固定的に設置するのではなく、スラ
イドレール上に設置するという構造を考えた。その場合、装置の振動部を外部か
ら止めれば、スライドレール上で装置自体が振動する。この振動部を外部から止
める力が、装置自体をスライドレール上で動かす力と同等であれば、振動部の位
置（身体の位置関係）は変わらず、振動装置だけがスライドレール上で動くという
結果になる。つまり、身体の位置関係を変えないための負荷に応じた筋収縮が適
切に生じたということが分かる構造となる。

発明の名称：体幹用運動器具
出願番号：特願2018-011833（平成30年1月26日出願）
出願人：学校法人 川崎学園
発明者：石田　弘

腰痛の発症機序の１つとして、体幹への負荷に対し姿勢を維持しようとする筋
力が不十分で、腰部が過度に動くことが挙げられる。突然の負荷に対して身
体の位置関係を維持するような反射的な体幹の運動制御は過剰な負荷を防
ぐという脊柱の安定性のために重要である。本運動器具は、腰痛の再発予防
を意図した運動療法の一つの手段として用いることができる。
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学科名 リハビリテーション学科

職名 准教授

名前 小原　謙一　（こばら　けんいち）

研究内容

特許情報

説明図

想定される実施例
応用例

　厚生労働省の国民生活基礎調査（平成22年度版）によれば、65歳以上の要
介護の人のほぼ「寝たきり」の直接原因のうち、骨折・転倒は9．3％（4位）であ
る．転倒の恐れが少なく、日常生活を支障なく送るためには、姿勢制御能力
は極めて重要である．その姿勢制御は視覚情報の有無により大きく左右され
る．そして、高い姿勢制御能力の獲得には、下肢関節の協調的な働きが必要
である．
　私たちは、高齢者自身が下肢関節の位置情報を視覚的に捉え、その情報を
もとに姿勢を制御することをトレーニングすることで転倒を予防する装置を開
発中である．

発明の名称：着用型姿勢制御練習機及び姿勢制御練習方法
出願番号：特願2017-177327、平成29年9月15日
出願人：学校法人　川崎学園
発明者：小原謙一

　高齢者では、日常生活の中で何かに躓くなどしてバランスを崩し、転倒に至
ることがある．崩したバランスを即座に調節して元に戻すことが出来ないことも
転倒の要因の一つである．この姿勢制御トレーニング装置を使用して、下肢
関節の動きを視覚的に捉えながら姿勢を制御するトレーニングを日々行うこと
で、重心動揺の面積を減らすことが出来る．それはすなわち、姿勢を制御する
ことが可能になることを意味しており、その結果、歩行時などにおける転倒を
予防し得る．

・膝中央部に位置しているプリズムレン
ズを介して、照射したレーザーを壁面
に投影

プリズムレンズ

レーザー照射部

・2週間のトレーニングにより重心動揺の

面積がトレーニング前よりも約50％減少
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教室名 臨床工学科

職　名 准教授

名　前 小野　淳一　（おの　じゅんいち）

研究内容

特許情報

説明図

想定される実施例
応用例

　患者本人が自宅で行う夜間睡眠時透析（NHD）は、夜間睡眠時に透析治療
を行うことで患者が社会復帰しやすく、予後が良好であることが報告されてい
る。しかし、現在、NHDは治療中に生じる抜針による大出血事故や除水に伴う
血圧低下などのリスクから我が国では普及していない。
　そこで、我々は基本的に出血事故が生じにくいくく、かつ穿刺針1本のみを用
いるSingle Needle法(SN法)による透析治療に着目した。脱、返血をピストンポ
ンプを用い、有効血流量の増加を図る新しい体外循環法（圧縮空気駆動方式
SN法）を提唱した。2017年度の本研究助成により、既製ピストンポンプを用い
た動作回路の試作をおこない、基本性能を確認して特許申請を行った。また、
得られたデータをもとに、現在、ピストンポンプの最適設計を終了して試作機
を作成し、ポンプの性能評価ならびに最適制御法の検討を行っている。

発明の名称：単針式血液浄化装置
出願番号：特願2017-222803（平成29年11月20日出願）
出願人：学校法人 川崎学園
発明者：小野淳一、小笠原康夫

維持透析患者は32万人を超え、血液透析は最も成功している人工臓器であ
る。その一方で尿毒素の蓄積により様々な合併症を発症し、予後は健常者の
半分程度であることが報告されている。また、貯留した水分を短時間に除去す
ることで著しい血圧低下を引き起こす患者も多く、今後、透析患者の高齢化や
糖尿病合併症例の増加により、リスクの増加が予測される。これに対し、夜間
睡眠時に透析治療を行うことで、時間の拘束を受けず十分な透析効率を確保
できることで、合併症の抑制や予後の改善が得られる。さらに、心不全や全身
状態の悪化した入院患者に対しても、NHDの施行により、日中に検査やリハ
ビリテーション等を積極的に行うことができ，早期退院に貢献できる。
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教室名 臨床工学科

職　名 准教授

名　前 小野　淳一　（おの　じゅんいち）

研究内容

特許情報

説明図

想定される実施例
応用例

　膜型人工肺装置（ECMO)は心肺停止や重度循環不全患者に対する循環呼
吸補助が目的であり、各患者に応じた送血流量の確保が最重要課題である。
しかし、十分なECMO送血流量が確保できない場合にはその原因同定を行うた
め、遠心ポンプ入口圧の測定が推奨されている。しかし、遠心ポンプ入口圧は
陰圧になることから、圧力測定部から接続回路内への気泡混入のリスクが高
く、現実的には普及していない。我々は、遠心ポンプの吐出特性である揚程
（遠心ポンプ出口圧-入口圧）を推定できれば、遠心ポンプ出口圧の測定によ
り入口圧を推定することが可能と考えた。この仮説に基づき、遠心ポンプの回
転数から遠心ポンプ揚程の推定式を算出し（R² = 0.9997）。遠心ポンプ入口圧
＝出口圧-揚程の関係から、遠心ポンプ入口圧を平均誤差 -2.8％と高い精度
で推定できた。

発明の名称：人工肺装置に用いる圧力推定システム
出願番号：特願2018－184661（平成30年9月28日出願）
出願人：学校法人 川崎学園
発明者：小野淳一、佐々木慎理、小笠原康夫、松本卓也、望月精一

　今回特許申請を行った手法を用いることにより、安全に遠心ポンプ入口圧の
モニタリングが可能となる。また、特殊な装置が必要ないため、その導入は容
易である。このモニタリング法を適応することにより、ECMO治療中の送血不良
の原因を同定することができるとともに、過度な陰圧負荷による溶血リスクを回
避することができることにより、ECMO治療予後の改善にも有用であることが期
待される。
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教室名 臨床工学科

職　名 准教授

名　前 小野　淳一　（おの　じゅんいち）

研究内容

特許情報

説明図

想定される実施例
応用例

　本研究は、ローラーポンプにより発生する脈動により生じるダイアライザ
入り口圧波形の波形解析を行うことにより実血流量の推定を可能とする
方法論に関するものである．ローラーポンプによる血液吐出機序およびダ
イアライザ入口圧力変動の機序について解析し、圧力変動の機序を数理
モデル化した。その後、牛血液実験系を用いて、ダイアライザ入口圧力の
最大値ならびに最小値をもとに、脱血圧ならびに実血流量を推定し、その
推定精度を確認したところ、実血流量の推定誤差3％と、極めて高い推定
精度を有していることが判明した。今回の発明は、ダイアライザ入り口圧
波形の波形解析を行うことにより、実血流量の推定を可能とする方法論
について考案したものであり、特別な装置を必要とせず、多くの透析装置
に対し、適用可能である。

発明の名称：脱血圧推定方法、実血流量推定方法および血液浄化装置
出願番号：特願2018-171224（平成30年9月13日出願）
出願人：学校法人 川崎学園
発明者：小野淳一、小笠原康夫

この発明は、高額なセンサーを用いなくとも透析装置に内蔵されている回
路内圧センサーの情報をもとに、実血流量を評価することが可能となる。
透析装置の血液ポンプであるローラーポンプは、通常は設定血流量と実
血流量は一致するが、脱血圧が陰圧化すると、実血流量の低下をきた
し、透析効率の低下を生じる。透析効率の低下は、透析患者の予後に大
きく悪影響を及ぼす。このため、透析治療中の実血流量をモニタリングす
ることにより、適切な治療が行えていることを確認できる。また、設定血流
量を増加した際の実血流量の推移を評価することにより、透析患者の血
液を出し入れするバスキュラーアクセスの機能評価にも有用と考える。
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