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プログラム 2019/1/22
講堂 ホワイエ

9:00　受付開始

9:30-9:40　開会

9：40-10：30
産総研セッション

[2040年に向けての医療・ヘルスケアの危機・サービスの開発」 機器展示

10:30-11:30 ポスター発表
特別講演-1　長谷川良平（産総研）

「脳波BMIにもとづく医工学応用技術の開発
～ 認知症の早期評価、改善、予防に向けて ～」

11:30-11:40　休憩

11：40-12:20
口頭発表

13:20-14:10
コアタイム

14:15-14：55
特別講演-2　Mel Barsky（CABHI)

「A unique collaborative model for the innovation from brain science. 」
14:55-15:10

休憩

15:10-16:00
農研機構セッション

「臨床現場で求められる循環器系医療材料」

16:00-16:50
物材機構セッション 撤収開始:16：30

「マテリアルによる相乗効果を狙ったがん治療戦略」

16:50-17:00　休憩
17:00-17:50

筑波大セッション
　　「医療機器開発における臨床現場の重要性

　−5年半、45社、1350名のみなさんとの協働から−」
「筑波大学附属病院における医療機器開発推進の取り組みと提案」

17:50-18:00　閉会
※閉会後懇親会
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産総研セッション 9：40-10：30 
テーマ：2040年に向けての医療・ヘルスケアの機器・サービスの開発 
講演 1：「未来イノベーションワーキンググループの視点」 
葭仲 潔  経済産業省医療・福祉機器産業室 

講演 2：「AI技術を応用した医療機器と医療サービス」 
 鎮西 清行  産業技術総合研究所 健康工学研究部門 
 
待った無しの超高齢化・少子化社会に向けて、医療とヘルスケアの機器開発・サービ

ス事業化とその基礎研究にも新たな発想と技術が求められています。2040年の社会に
求められる姿からバックキャストしたキーワード、アクション、そして AI技術の医療
導入に関するガイダンスと課題につき紹介します。 
 
特別講演-1 10：30-11：30 
「脳波 BMIにもとづく医工学応用技術の開発～ 認知症の早期評価、改善、予防に向
けて ～」 
長谷川良平 産業技術総合研究所 人間情報研究部門  

ニューロテクノロジー研究グループ 研究グループ長 
 軽度認知障害の早期発見・早期対処に貢献する新技術の候補として、脳波による
Brain-Machine Interface（BMI）による認知機能評価・訓練システムの実用化に
向けた取り組みを紹介する。 

 
特別講演-2 14：15-14：55 
「A unique collaborative model for the innovation from brain science.」 

Mel Barsky  Centre For Aging + Brain Health Innovation (CABHI) 
カナダのトロントに拠点をおく、Baycrest率いる Center for Aging + Brain 

Health Innovation（CABHI）は、高齢化医療・ブレインサイエンス領域における
イノベーターの研究開発の推進支援業務を行っています。 本講演では、CABHIの
事業開発ディレクターである Mel Barsky氏をお招きし、研究者・医師・技術者の
コラボレーションスキーム、製品開発のアクセラレーションプログラムについて紹
介します。医療機器・ヘルスケア製品の開発支援する非営利団体の役割や期待につ
いて議論します。  



 

 

農研機構セッション 15：10-16：00 
テーマ：臨床現場で求められる循環器系医療材料 
講演：「臨床現場で求められる循環器系医療材料」 
太良 修平 
日本医科大学付属病院 心臓血管集中治療科 
 
ステントや人工血管などの医療材料において、非吸収性素材から吸収性素材へ、

という大きな動きがある。吸収性素材は、分解に伴い自己の組織へ完全に置き換わ
るため、組織の伸縮性、拡張性、成長性などの点で利点が見込まれる反面、分解に
伴う耐圧性喪失など力学特性の面で課題が残る。本講演では、この課題を克服する
ための医工連携の取り組みを紹介する。 

 
物材機構セッション 16：00-16：50  
テーマ：マテリアルによる相乗効果を狙ったがん治療戦略 
講演 1：「難治性腫瘍に対する新規治療法の開発」 
佐倉 千萬 
大阪大学医学部附属病院未来医療開発部・呼吸器センター 

講演 2：「最新の粒子線治療との相乗効果を目指したマテリアル開発」 
松本孔貴 
筑波大学附属病院 放射線腫瘍科 
 
バイオマテリアルを用いた新たな治療戦略に関して、大阪大学附属病院と筑波大

学附属病院から 2名の先生方に最先端の治療（特にがん治療）について紹介いただ
く。その中でも特に温熱療法や放射線療法など、工による医の相乗効果が期待でき
るテクノロジーについて紹介する。 

  

  



 

 

筑波大セッション 17：00-17：50 
テーマ：臨床現場観察でのニーズ探索をベースにした医療機器開発 
 
講演 1：「医療機器開発における臨床現場の重要性 

−5年半、45社、1350名のみなさんとの協働から−」 
中川 敦寛 
東北大学病院 病院長特別補佐（企業アライアンス / テクノロジー） 
東北大学病院 臨床試験推進センター バイオデザイン部門 部門長 
東北大学病院（脳神経外科 / 高度救命救急センター） 
中川敦寛先生は、企業の開発研究者が医療現場に入り現場観察を通じて臨床ニー

ズを探索するベッドサイドソリューションプログラムである「アカデミック・サイ
エンス・ユニット(Academic Science Unit：ASU)」を国内で初めて立ち上げ優れ
た成果を上げておられる本分野の第一人者です。臨床現場観察でのニーズ探索をベ
ースにした医療機器開発に関する東北大学病院での取り組みについて、ご講演頂き
ます 

 
講演 2：「筑波大学附属病院における医療機器開発推進の取り組みと提案」 
野口 裕史 
筑波大学附属病院 病院講師 つくば臨床医学研究開発機構（T-CReDO） 
本年度より新たに開始した、つくば臨床医学研究開発機構（T-CReDO）におけ

る医療機器開発推進の取り組みについて、野口裕史先生より御紹介頂きます。 
最後に、臨床現場観察でのニーズ探索の重要性について、パネルディスカッション
形式での意見交換を行います。 



TBME2020 

特別講演-1 
 

 

脳波 BMI にもとづく医工学応用技術の開発 

～ 認知症の早期評価、改善、予防に向けて ～ 

 

長谷川 良平 

産業技術総合研究所 人間情報研究部門 ニューロテクノロジー研究グループ 

 

本講演では、軽度認知障害の早期発見・早期対処に貢献する新技術の候補として、脳波に

よる Brain-Machine Interface（BMI）による認知機能評価・訓練システムの実用化に向け

た取り組みを紹介する。 

総人口に占める高齢者の割合が 27.4％という超高齢化社会になった本邦では、患者数が

約 600 万人にものぼる認知症問題が深刻化している。未だ決定的な治療法の開発の見通し

が具体化していない現段階では、認知症への移行過程と考えられる「軽度認知障害」（Mild 

Cognitive Impairment: MCI）の早期発見及び早期対処が重要である。 

MCI の早期発見に貢献する従来技術としては、言語性/動作性の神経心理検査や、大脳皮

質の萎縮や異常タンパクの蓄積を調べるための画像検査などが用いられるが、それぞれの

検査に長所・短所があり、健常者から MCIへの連続的な認知機能の変化を、身体機能とは独

立に簡便/安全/定量的に評価することが可能な新手法の開発が期待されている。 

そのような開発のカギとなるのが、注意の瞬間的な高まりを反映した頭皮上脳波成分「事

象関連電位」（Sutton et al. 1965）である。我々の研究グループでは、重度運動機能障が

い向けの脳波 BMI による意思伝達装置「ニューロコミュニケーター🄬🄬」の開発過程で、事象

関連電位を含む脳波データを簡便に計測できるヘッドギアや、そのような脳波データから

事象関連電位を高速・高精度で即時検出するパターン識別手法などのコア技術を確立して

きた。これらのコア技術を用いれば、事象関連電位を「脳波スイッチ」として脳内メッセー

ジの選択に活用するだけでなく、脳波スイッチの強度を示す単一指標として脳波解読の成

功率に着目した認知機能評価装置「ニューロディテクター」を開発した（現段階で高齢者を

含む健常者８０名から実験データを取得）。この装置を用いて新規データを取得した際、蓄

積されたデータベースとの比較による相対評価に加えて、医薬品やサプリなど何らかの介

入によって認知機能改善効果があるかどかの検証も可能である。 

また、その取り組みと並行して、脳波 BMIによる認知機能訓練装置「ニューロトレーナー

🄬🄬」の開発にも取り組んできた。このシステムを MCI患者に使ってもらった場合に認知機能

改善効果があるかどうかに関しては今後の検討課題となっているが、現在は、子供を含め健

常者を対象とした健康脳維持という観点から、産総研一般公開 2019を始め、様々なイベン

トで一般向けの体験会を実施している。さらに、ニューロトレーナーを複数人で行うことで

世代を超えて共闘、対戦が可能なアクティビティ「ブレインスポーツ（ｂスポーツ）」の事

業化検討を行っている（令和元年度つくば市社会実装トライアル事業に採択）。 

このように脳波 BMI はアイデア次第で様々応用が可能な医工学応用技術であり、その実

用化開発や社会実装に関心を持って頂ける方々のとの連携を希望している状況である。  
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農研機構セッション 

 

 

臨床現場で求められる循環器系医療材料 
 

 

太良 修平 

日本医科大学付属病院 心臓血管集中治療科 

 

 

 

循環器領域において、カテーテル治療で用いられるステントや血管外科手術で用いら

れる人工血管などの医療材料は進化し続け、治療成績の向上につながっている。その流れの

中で大きな変革の一つが、非吸収性から吸収性への素材の変化である。 
既存の金属性ステントに置き換わる次世代のデバイスとして生体吸収性スキャフォル

ドが登場した。金属性ステントの課題であった血栓症や低い生体適合性、動脈機能喪失を克

服し得る新規素材と期待されたが、ステント厚の菲薄化や薬剤徐放のためのポリマーの進

化など金属製ステントの技術革新が生体吸収性スキャフォルドの有益性を上回ったことに

より、生体吸収性スキャフォルドはその有効性を示すことができていない。今後の更なる技

術革新に期待したい。 
一方、人工血管では、延伸ポリテトラフルオロエチレン(ePTFE)が低い炎症性や高い

耐久性により、基材として広く使用されている。しかし、基本的な材料や構造が変わら

ず 30 年以上が経過、この間、既存の材料を置き換えるような技術革新は起こっていな

い。しかし、近年、生体吸収性材料が ePTFEに変わる新しい材料として注目されている。

グラフトの分解に伴い自己血管へ完全置換されるため、既存の ePTFEにはない弾力性や

収縮性・拡張性などの血管機能や成長性を獲得するためである。また、自己組織化され

た血管グラフトは、抗血栓性・抗炎症性や内膜過形成の抑制といった高い生体適合性を

有することから、移植後の長期開存が期待できる。生体吸収性材料は静脈グラフトへの

臨床応用が実現した。しかし、より汎用性のある動脈グラフトへの応用にはいたってい

ない。これは、グラフトの分解に伴う耐圧性喪失と血管再生による耐圧性獲得の経時的

な力学的バランスが達成されていないからである。この課題を克服するためには、血管

拍動に同期する弾力性と高い生体適合性を有する素材を用いて、効率的な血管再生を誘

導する立体構造を構築する必要がある。我々は、このコンセプトに基づき、材料系の東

京農工大学と医学系の日本医科大学の医工連携を軸に生体吸収性人工血管の創製に挑

んでいる。 

医療機器の国内市場規模は増加傾向ではあるものの、ステントや人工血管は、外資系企

業にほぼ独占されている。この現状を打開するためには、ニーズが生まれる臨床現場とシー

ズを有する研究現場を的確に結び、さらにそこで生まれた技術革新を製品化へ繋げる企業

を巻き込み、オールジャパン体制で臨むことが重要である。
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物材機構セッション 

 

 

難治性腫瘍に対する新規治療法の開発 

 

佐倉 千萬 

大阪大学医学部附属病院未来医療開発部・呼吸器センター 

 

 

 

難治性腫瘍は通常の治療法である手術療法・化学療法・放射線療法での根治が困難な腫瘍

であり、胃癌、卵巣癌、中皮腫などの播種性病変や遠隔・多発転移を有する腫瘍が多い。 

我々は、ホウ素中性子補足療法（BNCT）の新規ホウ素製剤や新規抗癌剤の開発、温熱化学療

法のための新規化学療法製剤の開発など、既存治療の効果を向上させ、有害事象を減少させ

るための新規製剤の開発を行っている。 

BNCT では、ホウ素を取り込んだ細胞のみが、中性子照射により生じるアルファ線による

障害を受けるため、細胞選択的照射が可能である。治療効果を高め、正常細胞の障害を減少

させるためには、ホウ素製剤に高い腫瘍選択性を持たせることが重要となるため、腫瘍細胞

を標的としたホウ素製剤を開発している。これまでに、中皮腫細胞に発現している CD44を

標的としたヒアルロン酸ホウ素製剤を開発し、in vivoにおいて、既存のホウ素製剤に比べ

有意に高い抗腫瘍効果を認めた。また、中皮腫の標準治療に用いられるシスプラチンのヒア

ルロン酸製剤を開発し、シスプラチンに比べ有意に高い抗腫瘍効果を認めた。 

温熱化学療法では、術後局所再発や播種性病変を想定し、パクリタキセル・磁性ナノ粒子

含有ナノファイバー・シートを作製し、基礎的検討を行った。１) ナノファイバー（NF）は

直径 500 nmの不織布で、温度応答性高分子、磁性ナノ粒子(MNP)、パクリタキセル(PTX)を

用い電界紡糸法にて作製した。２) NFに交流磁場発生装置による印加で、自己発熱体であ

る MNPが発熱し、5分間の印加で 27.6から 43.1°C まで上昇、装置停止まで 43から 44°C

を維持し、温熱療法が可能であることが確認できた。３) NF に 15 分間の印加を繰り返す

と、NF より含有 PTX の約 18%の放出を確認した。４) ヒト肺癌細胞株 H23 に対する細胞増

殖抑制効果は、PTX のみ含有の NF では 43%の増殖抑制であり、MNP, PTXを含有した NFに 15

分間の印加を行うと 66%の増殖抑制効果を認めた。H23皮下腫瘍モデルマウスの腫瘍下に NF

を埋め込み、週１回 15 分間の交流磁場印加による温熱化学療法を 2 ヶ月間行ったところ、

PTX のみ含有 NF や対照に比べ、有意に腫瘍増殖の抑制を認めた。交流磁場印加を繰り返す

ことで局所 PTX 濃度を比較的維持し、温熱療法を加えたことで良好な抗腫瘍効果を導いた

と考えられた。NF を局所へ注入することで播種性病変に対しても、抗癌剤の徐放制御が可

能で、温熱療法との相乗効果が期待できる有用な治療法となる可能性があると考えられた。 
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物材機構セッション 

 

 

最新の粒子線治療との相乗効果を目指したマテリアル開発 
 
 

松本孔貴 1,2、福光延吉 3、三澤雅樹 4、菅原裕 5、 

飯泉天志 1,2、関野雄太 1,2、櫻井英幸 1,2 
1筑波大学附属病院 放射線腫瘍科 

2筑波大学附属病院 陽子線医学利用研究センター 
3神戸陽子線センター 放射線腫瘍科 

4産業技術総合研究所 健康工学研究部門 
5筑波大学附属病院 総務部 

 

癌が死亡要因第 1 位になってから 35 年が過ぎ、現在も増加の一途を辿っている。3 人に

1人が癌で死亡し、超高齢社会に突入した我が国において、侵襲性が低く優れた局所制御を

示す放射線治療に対するニーズは益々増えることが予想される。近年の放射線治療は、IMRT

や定位照射に代表される高精度 X 線治療に加え、陽子線や炭素線を用いた粒子線治療の発

展・普及が、特に我が国で際立っている。両粒子線とも「ブラッグピーク（Bragg peak）」

という優れた物理学的線量分布を有するため、腫瘍に対する線量集中性に優れる特徴を示

す。また、物理学的特徴に加え炭素イオン線は「高い生物学的効果比（Relative biological 

effect：RBE）と低い酸素増感比（Oxygen enhancement ratio：OER）」という生物学的利点

も同時に持ち合わせ、血流に乏しく低酸素領域などを有する放射線抵抗性腫瘍に対しても

優れた抗腫瘍効果を示す。一方、陽子線は正常組織に対する少ない臨床線量により、小児癌

や病巣周辺にリスク臓器などがある場合に効果を発揮する。 

一方で、最先端の粒子線治療でも十分な治療効果が得られない症例も存在する。膵臓がん、

再発乳がん、巨大悪性黒色腫、悪性神経膠芽腫などである。これら放射線抵抗性を示す癌種

に対しては、化学療法や免疫療法などとの併用が行われているが、がん周囲の正常組織に対

する障害などを考慮した場合、やはり十分な効果が得られないケースが多く見られる。我々

はこのようなケースに対して、腫瘍部分だけで放射線に対する相乗効果を発揮するような

増感マテリアルの開発に着手している。1つは、磁性体をコアとして抗癌剤を含有したナノ

粒子を作成し、外部から腫瘍部分への磁場照射を行うことで磁性体による発熱作用も加え、

放射線＋抗癌剤＋温熱の３剤併用による治療効果の向上を目指している。また一方で、別の

マテリアルとして体内毒性が低い金ナノ粒子を用い、がん細胞膜受容体に能動的輸送能を

有するリポソーム内に包埋することで癌細胞内部に集積させ、外部からの放射線照射との

相互作用に結果生じる活性酸素種の増加による細胞致死効果の増強を検討している。 

会場では、日本を中心として発展著しい粒子線治療の概要をご紹介すると共に、まだ途上

ではあるが我々のグループで進めている放射線治療効果向上に資するマテリアル開発の一

部について紹介させていただく。
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デザイン思考とは、解決すべき課題を定義し、課題の本質を見極め、できるだけ多くの解

決策の中から課題の本質を解決するアイディアを選び、プロトタイプ作成などを繰り返し

ながら、解決をめざす一連のプロセスである。新しい機会を見つけるための問題解決プロセ

スとして、製品の開発研究はもちろんのこと、マーケッティング戦略立案、サービス改善、

医療スタッフのオペレーションや処方プロセスなどに生かすことで、質の改善やコスト抑

制といった成果をあげるなど、幅広く利用されている。 

今後、わが国では、『少子高齢社会』『社会からの医療・介護に対する要求の高度化・多様

化』、それと相反する『経済成長率の低下』、さらには『生活における環境変化』と、次々と

移ろい、不確かで、複雑で、あいまいな視界不良な世の中で、医療スタッフやさまざまなス

テークホルダーが、IT をはじめとした新しいテクノロジーを上手に使いこなしながら、健

康・予防・医療・介護、地域包括ケアというシームレスな社会にドライブしていく中で、さ

まざまな相反する課題の解決をはかることが求められる。 

東北大学病院では医療現場に企業を厳密なルールに則ってシステマティックに受け入れ、

デザイン思考などを駆使しながら、解決すべき課題を探索する取り組み（東北大学病院ベッ

ドサイドソリューションプログラム アカデミック・サイエンス・ユニット（ASU））を 2014

年から行っており、2019年末までに 45社、1350名以上の研究者を医療現場に受け入れ、医

療従事者と現場観察およびブレインストーミングを行ってきた。 

5年半の取り組みとベンチマーキングからは、まず現場をよく観察し、受益者が誰なのか、

そこにどのような課題があり、その課題が解決されるとどのように嬉しいのか、その嬉しさ

はさらに何を生み出すのか、といった現場観察、あるいは、現場観察からプロトタイピング

からビジネスモデル構築などプロセスの全体で常に現場に立ち返る中で行うインタビュー

や調査は、個人差、チーム差が非常につきやすい点であることも明らかになった。 

ASU の活動を通して得られた知見に言及しながら、人を中心として考えるデザイン思考を

身近に感じていただき、医療現場などで実際に活用いただけるきっかけとしていただくこ

とを念頭にプレゼンテーションを進めたい。 

 
 




