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非接触で瞬時に表面形状を計測するスキャナ

高性能光学式3D形状計測スキャナ

DLP 
Projector

Camera

基本原理

DLPプロジェクタから
ストライプ模様を投
影し、模様の歪みを
カメラで撮影して表
面形状を計測する

重さ 1.5 Kg
サイズ W224×D158×H82 mm
iPad mini との比較

3D定位精度 0.37 mm
撮像時間 0.54 秒
外光照度 1000 lx以上

パルステック工業（株）

計測例

人体の計測に適する
高性能３Ｄスキャナ

スキャナ外観

顔面に投影された
ストライプ模様

橋渡し研究加速ネットワークプログラム成果

Cameraの映像

お問い合わせ先

国立大学法人 浜松医科大学

産学連携・知財活用推進センター

〒431-3192 静岡県浜松市東区半田山一丁目20番1号
TEL： 053-435-2230・2681 ＦAX：053-435-2433
e-mail： amanoy@hama-med.ac.jp itos@hama-med.ac.jp



患者の動きに追従して内視鏡画面の中心位置をCT
に表示する世界初の機能を実現

高性能光学式3D形状計測スキャナによる
インテリジェント内視鏡手術ナビゲータ—

橋渡し研究加速ネットワークプログラム成果

 患者に標識付ヘッドギアな
どを付けなくても患者の動
きに追従

 内視鏡画面の中心位置を
ナビ画面に表示（標識球の
ないあらゆる器具を自由に
使って手術可能）

 術者が内視鏡の動きを止め
ると、術者がナビが必要と
いう意図を感知し、自動的
にナビゲーションするインテ
リジェント機能

特 徴

永島医科器械（株）、（株）アメリオ
パルステック工業（株）、北海道臨床開発機構

お問い合わせ先

国立大学法人 浜松医科大学

産学連携・知財活用推進センター

〒431-3192 静岡県浜松市東区半田山一丁目20番1号
TEL： 053-435-2230・2681 ＦAX：053-435-2433
e-mail： amanoy@hama-med.ac.jp itos@hama-med.ac.jp



低 侵 襲 手 術 支 援

国立大学法人浜松医科大学
はままつ次世代光・健康医療産業創出拠点

メディカルフォトニクスを基盤とする国産医療機器創出の拠点
Hamamatsu University

School of Medicine

Hamamatsu
ik  llabik  llab

⽴体内視鏡鏡筒、カメラアタッチメント、ハイビジョンカメラ部分
双眼の内視鏡で得た映像をカメラアタッチメントで左右に並べ、これ
を１台のハイビジョンカメラで撮影し、１台のハイビジョンモニタ
（ビューワ）に表⽰し、平⾏法で⾃然に⽴体視する[特許第2607828号]

ビューワ

内視鏡支持機構

内視鏡

内視鏡⽀持機構、アームで⾃在に位置を変えられるビューワ
顕微鏡の接眼部を覗くのと同様にビューワを⾒て、両⼿でマイクロ⼿術が可能な⼿術⽤顕微鏡の感覚で
使⽤できる⽴体内視鏡システム

双眼 外径 5.5 mm

ハイビジョンカメラ
カメラアタッチメント

有効長 187 mm

モニタ画⾯ビューワ正⾯

基盤となるシーズ 手術用立体内視鏡

光医学の技術・知見
光学式ナビゲーション技術
レーザー技術
超高画質イメージング技術
超高時間分解センシング技術
画像処理技術（ソフトウェア）
超音波技術Stereo

Endoscope

tumor

brainbipolar

suction

spatula

Robot Arm

ロボット手術
レーザー手術
イメージガイド手術

ロボットアームの遠隔操作

 マイクロサージャリーができるロボット
 通常の顕微鏡手術操作と同様の手の動きででき

る遠隔操作
 指先の震えをとめてマイクロ操作ができる補助具
 新しい手術器具の開発

鏡筒とビューワ
の分離

浜松地域に開発・蓄積されている技術

立体内視鏡

シーズを拡張した新たなシステムの提案 ー低侵襲手術支援システムー

Robot Arm



人工股関節置換手術支援システムの研究開発

お問合せ先

研究の背景 人工股関節置換手術とは

人工股関節手術の問題点

本システムの概要

国立大学法人 浜松医科大学

産学連携・知財活用推進センター

〒431-3192
静岡県浜松市東区半田山一丁目20番1号
TEL： 053-435-2230・2681
ＦAX：053-435-2433
e-mail： amanoy@hama-med.ac.jp

itos@hama-med.ac.jp



Hamamatsu University School of Medicine
国立大学法人 浜松医科大学

～ 作用機序を利用した精子活性化の方法～

研究概要

精子尾部に着目し、糖鎖分解酵素とサイトカインとの併用により精子の直線的運動能を活性化させた。
精子の直線的運動能があがると、受精効率だけではなく、良胚ができやすいと考えられる。

１．ヒト精子尾部の糖鎖の影響

（１）糖鎖分解酵素（EBG)処理の結果

直進性の運動能が、EGB処理によって増強した。

我々は以前に、ヒト精子尾部が多量の糖鎖でおおわれ、
尾部表面への抗体の結合を妨げていることを見いだした
（Hatakeyama et al., J. Urol. 2008)が、ヒト精子尾
部の糖鎖を除く目的で、生きているヒト精子にエンド-β
ガラクトシダーゼ(以下「EBG」と略)という糖分解酵素
で処理をしたところ、精子の運動能が増強する事を発見
した。

本研究成果のポイント

●精子尾部が糖鎖に覆われていることを見出

し、さらに、FGF受容体が精子活性化に重

要であることを見出した。

● 精子運動が亢進するメカニズムを解明済

●EBGは本研究者グループがユニークに開発

したものである。

●体外受精

●胚移植(IVF-ET)

●家畜保存

● GMP gradeのEBGの大量生産

●精子活性化キットの開発技術

●臨床研究や共同開発

●大型動物での全臨床試験実証

３．メカニズム

期待される用途 産業界に期待すること

知的財産権

●精子活性化剤およびそれを用いた活性化方法
出願番号： PCT/JP2013/005538 （2013.9.19 出願）

お問合せ先

国立大学法人 浜松医科大学
産学連携・知財活用推進センター
〒431-3192 静岡県浜松市東区半田山一丁目20番1号

TEL: 053-435-2230・2681 FAX： 053-435-2433
e-mail：amanoy@hama-med.ac.jp itos@hama-med.ac.jp

抗FGFR抗体によるヒト
精子尾部の免疫染色。頭
部全体と尾部の表面が染
色された。

（２）運動性の高い精子による受精について

２．EGB処理とFGFの影響

精子尾部の細胞膜表面にはFGFの受容体が発現している
ことからFGFによる刺激を検討

マウス卵を使った人工受精の実験では、
運動性の高い精子による受精は、受精
卵も活性化し良性胚ができやすい事が
示されている（Hatakeyama et al, J.
Urology, 2008., Sugihara et al,
PNAS, 2007. ） 。
従って、我々が最近発見したEBGと
FGFの添加実験で、精子運動能が亢進
したことは、この方法で質の高い初期
胚を作り出せる可能性が高い。

精子尾部の細胞膜表面にはFGF受容体が発現しているが、
FGFは精液由来の糖鎖が精子尾部に付着しているため、
リガンドであるFGFが結合できない。糖鎖をEBGで分解
するとFGFが結合し、FGF受容体のチロシンリン酸化が
亢進し、cyclic AMPのレベルが上昇、calcium influxが
起こった。

EBG処理とFGF添加は精子運動へののシグナル伝達を亢
進し精子の運動能が亢進する。

コントロール（無
処理）に比較し、
EGB と FGF で 処
理した精子の直進
運 動 能 は 10 ～
60%亢進した。

・2002年に不妊治療を受けた患者数は約47万人、不妊症の患者数は230万人いるとされ、 がん患者数よりも多い。
・保険適用外の生殖補助医療は、（１）人工受精 （１回あたり平均治療費 1万円）、（２）体外受精 （１回あたり平均治療

費 30万円）、（３）顕微受精 （１回あたり平均治療費 40万円）で、2004年度実績で、（１）6.7万人 、（２）5万人、
（３）3万人となり、患者個人の負担がかなり大きい上に、人工受精の成功率は数％程と言われ、経済的、精神的負担が重い。
・これまでに、精子活性化剤として、金属キレート剤や抗酸化剤等が他者から報告され、一部臨床にも利用されているが、経

験的な試薬でなく、作用機作を解明した上での薬剤がもとめられている。
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Anomala albopilosa
(Coleoptera)

E
10 cm

Nezara viridula
(Heteroptera)B

Pieris rapae
(Lepidoptera)G

LED panel

A

�
�
Unidentified

Glaucias subpunctatus
(Heteroptera)

N Flying       Attraction
rate (%)    rate(%)

A     40       95.0         81.6
B     40      100.0        82.5
C     40       80.0         71.9
D     40       85.0         76.5
E     40       95.0         100.0
F     40       100.0       100.0
G     40       97.5         89.7
H    100      57.0         94.7

Sesamia inferens
(Lepidoptera)

D

Helicoverpa armigera
(Lepidoptera)C

H Drosophila melanogaster
(Diptera)

F Calopteryx atrata
(Odonata)
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Elucidation of positive phototaxis in insects and the pest control as it’s application .Elucidation of positive phototaxis in insects and the pest control as it’s application .

昆虫走光性の解明とその応用としての害虫駆除技術

これまでの

昆虫の走光性の理解

●コンパス理論

●マッハバンド理論

●オープンスペース理論

●特許第5926842号、特許第5773374号、EP 2759198

CN  ZL201280044597.9、US14/345,703

・本技術は、発光体および反射材の両方で機

能を発揮します。

・発光および反射器材としてのエッジ法の開

発研究を展開できる企業との共同研究を希望

します。

弘中満太郎特任助教（現、石川県立大学准教授）との研究の中で、
これまでの昆虫走光性現象の矛盾が明らかになった

新規な走光性の理解

●エッジ仮説

(1) 本技術は、昆虫の本能行動に基づくもので、永遠に同じ結果が得られる。

(2) 近年のLED技術との融合で、安定で省エネの器材の作成が可能。

(3) 本技術は、 他の照明存在下でも、誘虫灯としての機能を発揮。

(4) 本技術は、閉鎖空間で顕著な効果を示す。また、開放空間でも使用可能。

国立大学法人 浜松医科大学 医学部 ナノスーツ開発研究部 特任教授 針山孝彦

産業界に期待すること

知的財産権 お問合せ先

研究の背景 虫は光に向かうのではなく、エッジに向かう

複眼はエッジを良く弁別

昆虫の優れた視覚

・昆虫は紫外線帯域から長波長帯域まで光受容が可能。また、別々の視細胞に別々の視物質が含まれているので、

色弁別能もヒトより高い。

・昆虫の眼の構造から、直線偏光受容能をもつ。

・昆虫は紫外線帯域から長波長帯域まで光受容が可能。また、別々の視細胞に別々の視物質が含まれているので、

色弁別能もヒトより高い。

・昆虫の眼の構造から、直線偏光受容能をもつ。

・昆虫の複眼は解像度（視力）はヒトに劣るが、エッジ（空間分解能）や色

を弁別する能力は非常に優れている。

・昆虫の複眼は解像度（視力）はヒトに劣るが、エッジ（空間分解能）や色

を弁別する能力は非常に優れている。

それぞれの理論が示す移動軌跡と到達地点は、実際の観察結果と異なる

300 400 500 600

B

G

R

V B G RX

生体膜中で
フリーローテーション

生体膜が筒状（Microvilli）に
なっているので、直線偏光受容

視物質発色団
（ビタミンAアルデヒド）

ほとんどすべての昆虫は
直線偏光受容能をもつ

エッジ仮説
・この現象は、飛翔昆虫が着

陸する場所を探す本能行動と

して進化の中で獲得したもの

ではないだろうか。森と空が

織りなすエッジに向かう行動

が野外で観察される。

コンパス理論 マッハバンド理論 オープンスペース理論
（真の走光性理論）

θ

到達地点

移動軌跡

6 120 18

6

12

0

18

頻
度

頻度

LEDパネル

10 cm

♂

♀

375 nm 450 nm 525 nm 375 nm

5cm

1×1013

photons/cm2/sec

1×1012

photons/cm2/sec

1×1011

photons/cm2/sec

明暗のエッジへの定位

直線偏光のエッジ色のエッジ

国立大学法人 浜松医科大学

産学連携・知財活用推進センター
〒431-3192 静岡県浜松市東区半田山一丁目20番1号
TEL： 053-435-2230・2681 ＦAX：053-435-2433
e-mail： amanoy@hama-med.ac.jp itos@hama-med.ac.jp



国立大学法人 浜松医科大学

産学連携・知財活用推進センター

国立大学法人 浜松医科大学 光尖端医学教育研究センター ナノスーツ開発研究部
准教授 河崎秀陽／特命研究教授 針山孝彦

お問合せ先

ナノスーツ法による
パラフィン病理切片のCLEM観察

〒431-3192 静岡県浜松市東区半田山一丁目20番1号
TEL： 053-435-2230・2681 ＦAX：053-435-2433
e-mail： amanoy@hama-med.ac.jp itos@hama-med.ac.jp

100nm

“NanoSuit®”
ウジ（ショウジョウ

バエの幼虫）

Before AfterPlasma treatment 

A B C

NanoSuit®
+ 

原理：私たちは, 生物が体表にもつ粘性物質にプラズマや電子線を照射

すると（下図A～C）, 高真空下でも生命維持が可能な重合薄膜

(NanoSuit®) が形成されることを発見しました (下図C、右図D拡大

図・矢頭間）。

生きた生物を高真空環境にさらすと脱水・脱気されしわくちゃに

なってしまいますが (右図E), NanoSuit®法を用いるとほぼすべての

生物試料で, 高真空下において含水状態を保ちながら超微細構造を観

察することができます (右図F) 。

またその画像は, これまでの化学固定・脱水・乾燥による試料作成

法で観察されたもの (右図G) と大きく異なります。

〜 NanoSuit®法とは 〜
D

ナノスーツ
液による
マーキング

組織標本観察手受
（光学顕微鏡と電子顕微鏡の併用：

観察後に最保存も可能）

微量液滴装置によるナノスーツ液を
用いたマーキング

ナノスーツによるチャージ軽減効果

含水状態でより立体的な3-D像

光学・電子顕微鏡によるNanoSuit法
病原体観察（CLEM法）

塩化金による核染色

DAB染色部位のCLEM観察

ナノスーツ法によるパラフィン切片
元素分析



国立大学法人 浜松医科大学

産学連携・知財活用推進センター

国立大学法人 浜松医科大学 医学部 医化学講座 教授 才津浩智

お問合せ先

ゲノム編集技術を⽤いた希少難治性神経

およびその解析による病態解明と新規治療薬探索
発達障害の原因遺伝⼦変異ノックインマウスモデルの確⽴

ランキング化

候補化合物/認可薬スクリーニング

ドッキング

化合物データベース
LigandBox; 200万低分⼦化合物
KEGG DRUG; 認可薬（1万7000種）

myPresto
(Screening, Sivegene)

ヒット化合物
効果を持つ認可薬

CaMKIIα
⾮活性型

・低分⼦化合物
・認可薬

結合の安定化

P212Q変異体は
活性化型が多い

CaMKIIα
活性型

200万化合物・KEGG DRUG
のドッキング

Thr286

Pro212
CaM結合ポケット

Thr286

Pro212

CaM結合ポケット
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候補認可薬のドッキング予測
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Neuro2A安定発現株を⽤いて、⾃⼰リン酸化を指標にランキング上位
の化合物/認可薬をスクリーニング* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001, **** p< 0.0001

低分⼦化合物

認可薬

Ham-6,8,10は低濃度で
もCAMK2Aのリン酸化を
抑制し、強い抑制効果を
⽰した。

認可薬とは異なり濃度依
存性はないが、5μMで
Ham-16,20がリン酸化
を抑制した

1

3

0

2

*
**

1 µM

5 µM

10 µM

1 µM

5 µM

10 µM

(⽬的) 希少難治性神経発達障害の４つの原因遺伝⼦（CAMK2A, CAMK2B等）のヒト変異ノックイン疾患モデルマウスを確⽴し、病態
解明と新規治療薬探索を⾏う
(これまでの成果) ・3遺伝⼦についてヒト変異ノックインモデルマウスを解析中
・CAMK2A/2B変異による⾃⼰抑制の障害とCaMKIIの発現抑制という複雑な病態が明らかになり、⾃⼰抑制障害の改善が治療ター

ゲットになると考えられた。
・CaMKIIの⽴体構造に基づくin silicoスクリーニングにより、候補薬剤／化合物を抽出。

シナプス可塑性に重要なCa2+依存性セリン・スレオニンキナーゼをコード
ヘテロ12量体を形成（CAMK2A→CaMKIIα, CAMK2B→CaMKIIβ )

CAMK2A（3例） CAMK2B（2例）

疾患
West症候群（１)
てんかん性脳症(1)
知的障害・発達遅滞(1)

知的障害・
発達遅滞(2)

脳形態
異常

進⾏性⼩頭症(1)
⼩脳萎縮(1)

進⾏性⼩頭症(2)
⼩脳萎縮(1)

神経学的
所⾒

⾃閉症（1)
常同運動（1)
不随意運動(2)

運動失調（1)

変異
p.Pro212Gln
p.Pro235Leu
c.817-1G>A

p.Pro213Leu
p.Arg284Ser

P-CaMKII
Thr286/287

GFP

EGFP-CAMK2A mClover2-CAMK2B

Neuro2A安定発現株

3変異体でリン酸化が亢進

【関連する発表論⽂】
Akita T, Aoto K, Kato M, et al. De novo variants in CAMK2A and CAMK2B cause neurodevelopmental disorders. Ann Clin Transl Neurol. 2018 Jan 29;5(3):280-296

Robison AJ. 2014
Trends in Neurosciences

キナーゼドメイン

カルモジュリン

調節ドメイン

⾃⼰抑制に関与する
ドメインに変異が集中

(Hell JW. Neuron 2014)

p.Pro212Gln
p.Pro213Leu
p.Pro235Leu

p.Arg284Ser
c.817-1G>A

Ca2+⾮存在下では
⾃⼰抑制のコン
フォメーション

T, S: キナーゼドメイン
R: 調節ドメイン

カルモジュリン結合部位

⾃⼰抑制が外れると
隣のThr286/287を
⾃⼰リン酸化

* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

CaMKIIα

pCaMKII

GAPDH

⽣後2週 ⽣後13週

CaMKIIα pCaMKIIα pCaMKIIα
/CaMKIIα

⽣
後
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⽣

後
13

週

⽣後8週

CaMKIIβ

⽣後4週

⽣
後

8週
⽣

後
4週

CaMKIIβ pCaMKIIβ pCaMKIIβ
/CaMKIIβ

pCaMKII

GAPDH

Camk2aおよびCamk2b変異ノックインマウスで、⾃⼰リン酸化の割
合は増加しているが、変異体⾃⾝の発現は低下している

Camk2bPro213Leuマウス（⼩脳）
Camk2aPro212Glnマウス（海⾺）

Camk2bPro213Leuマウス
Beam walking test
(バランスと協同運動機能の評価）
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(上) 患者と同様の
運動失調を観察

(下) ⼩脳容量の低下
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in vitro スクリーニングによるCAMK2A⾃⼰リン酸化状態の評価
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0.2 mV

0.5 s

覚醒下マウスの⼤脳⽪質より記録される脳波異常

Camk2b変異ノックインマウスより記
録される異常脳波（上）と脳波より抽出
した20〜40Hzの成分の⽐較（下）
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脳波をshort-time Fourier transform解析
することで異常脳波が定常的に存在している
ことが分かる
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脳波より抽出した平均化パワー
スペクトル密度の⽐較

脳波異常がCamk2b変異ノックインマウ
スより記録され、患者でのてんかん症状
と関連していると考えられる

新規治療薬の検索

変異による自己リン酸化亢進と発現抑制CAMK2A/2B変異は神経発達障害の原因

変異ノックインマウスの表現型

課題概要

〒431-3192 静岡県浜松市東区半田山一丁目20番1号
TEL： 053-435-2230・2681 ＦAX：053-435-2433
e-mail： amanoy@hama-med.ac.jp itos@hama-med.ac.jp



国立大学法人 浜松医科大学

産学連携・知財活用推進センター

国立大学法人 浜松医科大学 光尖端医学教育研究センター ナノスーツ開発研究部
特命研究教授 針山孝彦

国立大学法人 神戸大学 名誉教授 尾崎まみこ

お問合せ先

⾹料組成物

考えられる用途

発明の内容

〒431-3192 静岡県浜松市東区半田山一丁目20番1号
TEL： 053-435-2230・2681 ＦAX：053-435-2433
e-mail： amanoy@hama-med.ac.jp itos@hama-med.ac.jp

“新生児の良い匂い”は癒される。新生児の匂いを科学的に分析し調合、ヒトに癒しの影響を与えること
ができる香料の作出を発想した。従来技術として化学物質を配合した“赤ちゃんの匂いの香水”が販売さ
れているが“赤ちゃんの匂いのイメージに似せた香水”であり、ヒト脳の情報処理系に影響を与えること
は期待できない。
新生児が大人に向かって健全な心地よい感覚を促すフェロモンの匂いを発していることを生物学的・医学
的に証明することにより、“新生児のもつ癒し系の匂いの科学的な分析結果に忠実な香料”は従来技術を
革新する。

・食品、香粧品
・二次的に香料を添加した生活雑貨、衣料、玩具など

本発明の香料組成物は、そのまま、あるいは、各種溶剤で希釈した状態で、さらには、液状基材、ミス
ト基材、ゲル基材、固体基材、紙、繊維、カプセル等と組み合わせた状態で、香粧品、飲食品、インキ、
描画材等に配合することができる。

非侵襲、ストレスフリーの匂い採取とGCxGC-MSによる化学分析

頭の匂い

始原的オラリティ研究
においを用いた新生児主体の「共在感・ケア情動発現」の解明

羊水の匂い



LIX1L as the target for cancer therapy and the development of the kinase inhibitor for LIX1L phosphorylation.LIX1L as the target for cancer therapy and the development of the kinase inhibitor for LIX1L phosphorylation.

がん特異的ＬＩＸ１Ｌ蛋白質を標的とする分子治療薬開発

● Method for Inhibiting Proliferation of High Lix1L-Expressing Tumor cell, and Tumor 
Cell Proliferation-Inhibiting Peptide（EP 2985345， US 9,676,820）

● LIX1L高発現腫瘍細胞の増殖阻害方法、及び腫瘍細胞増殖ペプチド（特許第6176800号）

抗腫瘍薬の開発を目指す企業との共同研究を希望します。

例えば、ペプチド創薬や低分子化合物ライブラリー等、本標的分子へ

の阻害剤開発を展開できる企業との共同研究を希望。

固形腫瘍組織（胃癌、膵臓癌、大腸癌、
腎臓癌、卵巣癌、乳癌、肺癌、肝臓癌、
食道癌、前立腺癌、甲状腺癌）と正常
組織の網羅的な蛋白質発現解析から、
腫瘍特異的に発現する蛋白質の一つと
して、LIX1L蛋白質を同定し、LIX1L
蛋白質の癌細胞における分子生物学的
な役割を明らかにするとともに、その
阻害剤として相同性ペプチドPY136
を合成し、LIX1L蛋白質を発現する癌
において抗腫瘍効果を初めて明らかに
しました。

国立大学法人 浜松医科大学 医学部 腫瘍病理学講座 特任研究員 中村 悟己

産業界に期待すること

知的財産権

お問合せ先

研究の背景 技術概要

LIX1LとX proteinの結合阻害ペプチドによる抗腫瘍効果

LIX1L標的治療薬開発

LIX1L標的治療のスキーム

(1)本技術は、LIX1Lのリン酸化を阻害することによりLIX1Lを特異的に阻
害できるペプチド性阻害剤の技術、およびLIX1Lを標的としたキナーゼ
に対する新規キナーゼ阻害剤とLIX1Lが標的とするmiRNAに対する新規
治療薬開発に関するものであるに関するものである。

(2) 我々の開発した阻害剤は、LIX1Lのリン酸化を阻害する働きのあるペプ
チド領域（10アミノ酸から構成される）と細胞膜透過性を有するTat領
域（１１アミノ酸から成る）から構成される。

(3) 本技術では、 LIX1L蛋白質を発現する様々ながんを標的とした治療薬
として、ペプチド創薬、キナーゼ阻害剤、miRNA標的核酸医薬開発への
展開に有用である。

研究過程において、LIX1L蛋白質と特異的に結合する蛋白質として翻訳伸長因子X 
proteinを同定し、これらが複合体を形成して癌細胞増殖に必要な遺伝子の翻訳伸長
反応を制御していることを明らかにしました。LIX1L蛋白質発現癌細胞における標的
分子としてX proteinが候補として考えられ、LIX1L蛋白質とX proteinの結合を阻
害するペプチドや低分子化合物を合成・探索することにより、LIX1L発現癌細胞にお
いて、特異的な遺伝子の翻訳を阻害する新規の標的治療薬の開発を目指したいと考え
ました。

X proteinをsiRNAを用いてノックダウンすると
LIX1LとX proteinが共発現している癌細胞株で細
胞増殖抑制効果が認められました。そこで、X 
proteinとLIX1L蛋白質の結合を阻害する方法とし
て、X proteinのLIX1Lとの結合を阻害するアミノ
酸配列を推測し、様々な相同性ペプチドを作製し
たところ、PK294/296ペプチドにのみ癌細胞増
殖抑制効果が認められ、同時にLIX1Lとの結合も
阻害されることが示されました。

膵臓癌細胞株PANC1細胞をNOD/SCIDﾇｰﾄﾞﾏｳｽ
に移植することにより担癌マウスを作製し、腫瘍
形成部位にPK294/296ペプチドを局所投与した
ところ、腫瘍形成抑制効果が認められました。

国立大学法人 浜松医科大学

産学連携・知財活用推進センター

〒431-3192 静岡県浜松市東区半田山一丁目20番1号
TEL： 053-435-2230・2681 ＦAX：053-435-2433
e-mail： amanoy@hama-med.ac.jp itos@hama-med.ac.jp



国立大学法人 浜松医科大学

産学連携・知財活用推進センター

〒431-3192 静岡県浜松市東区半田山一丁目20番1号
TEL： 053-435-2230・2681 ＦAX：053-435-2433
e-mail： amanoy@hama-med.ac.jp itos@hama-med.ac.jp

国立大学法人 浜松医科大学 医学部医学科 外科学第一講座 教授 椎谷 紀彦

運動誘発電位MEPを用いた大動脈外科手術中脊髄虚血モニタリング
〜経食道脊髄刺激法Te‐MEPの確立と経頭蓋刺激法Tc‐MEPに対する優位性〜

Tc-MEPによる脊髄虚血モニタリング

長所：虚血に対する高い感受性
迅速な反応

短所：刺激電極配置・固定が困難→不安定
脳・末梢神経・麻酔薬の影響
刺激強度の限界→電位の自然変動
＊低い特異性（予後反映しない）

Te-MEPの考案

電極配置・固定に有利
脳の影響を除外可能
高強度刺激可能

→安定性・特異性の向上期待

１．方法・安全性の確立と安定性
EurJ CardioThoarc Surg

２．脊髄虚血モニターとしての優位性
J Thorac Cardiovasc Surg

•従来機器で導出容易
•麻酔安定性はTcと同様
•有害事象なし

•最大上強度での刺激が可能

•虚血再灌流への応答がさらに迅速

•胸髄伝導路障害による痙性対麻痺も検出可能

お問合せ先

本研究成果のポイント

●刺激電極の設置を容易かつ確実に

●最大上強度での刺激が可能で、電

位自然変動の問題を解決

●脊髄虚血・再灌流への反応をさら

に迅速に

●予後との相関を向上

●脊髄虚血障害のリスクを有する大

動脈外科手術中のモニタリング

●整形外科領域の脊椎手術の一部に

おける術中モニタリング

●神経因性膀胱の診断

●臨床応用に即した素材・形状の刺激装置を

製品化すること

期待される用途

産業界に期待すること



国立大学法人 浜松医科大学

産学連携・知財活用推進センター

国立大学法人 浜松医科大学
光尖端医学教育研究センター フォトニクス医学研究部 分子病態イメージング研究室

准教授 清水 広介

お問合せ先

免疫疾患治療のための新規製剤技術

〒431-3192 静岡県浜松市東区半田山一丁目20番1号
TEL： 053-435-2230・2681 ＦAX：053-435-2433
e-mail： amanoy@hama-med.ac.jp itos@hama-med.ac.jp

自己免疫疾患の発症や進行には、原因となる自己
抗原を認識する免疫細胞が重要な役割を担っている。
その自己抗原認識免疫細胞を標的化し、直接障害す
ることができれば、原因となる自己免疫反応のみを
抑制し、他の免疫には影響を与えない安全かつ効果
的な自己免疫疾患治療につながる。本発明は、自己
抗原認識免疫細胞へと薬物送達するための製剤技術
で、それは自己抗原を表面に修飾したリポソーム
（自己抗原修飾リポソーム）になります。

発明の内容

考えられる用途

・多発性硬化症（MS）を含む自己免疫疾患治療
・その他、原因抗原がわかっている免疫疾患治療

〜多発性硬化症（MS）治療に向けた研究成果〜

薬剤内封⾃⼰抗原修飾リポソームの投与により⾃⼰抗原認識T細胞が障害され、
脊髄（疾患部位）への免疫細胞の浸潤の抑制、さらにはMSモデルマウスの臨
床症状（運動神経機能障害）が有意に改善した
上記研究データは、DDS専門の学術雑誌（Shimizu et al.; New strategy for MS treatment with autoantigen-modified
liposomes and their therapeutic effect. J Control Release (Open Access), 335, 389-397 (2021)）に掲載されています

特許出願情報

出願人：国立大学法人浜松医科大学、静岡県公立大学法人静岡県立
大学；発明者：清水広介，奥 直人；発明の名称:自己免疫疾患の治
療又は予防剤；公開番号：特開2019-031481
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治療薬 問題点

抗がん剤 薬剤抵抗性

免疫チェックポイント阻害薬 自己免疫疾患の発症

分子標的薬 種々の副作用、薬剤耐性

インターフェロン製剤 製造中止予定

メラノーマの薬物療法

新規治療薬開発の必要性

化合物Aのアポトーシス誘導作用を利用した新規治療薬の開発

2020年9月 特許出願済み

アポトーシス誘導
増殖抑制

細胞表面に分子Bを発現する細胞に
選択的に作用する

腫瘍細胞

化合物Aの作用機構

化合物A

分子B

腫瘍の成長抑制

化合物Aの皮膚癌治療薬
としての優位性

① 分子Bを発現する細胞に選択的に
効果を発揮する

→ 副反応の軽減

② 局所投与が有効
→ 副反応の軽減

③ 生物学的製剤と比較して製造コスト
を抑えることができる



　脳の活動はfMRI、PET、脳波計、NIRSなどを用いて計測することが

でき、これらの装置を使って“感性”をリアルタイムに計測する技術が開

発されています。それぞれの装置には利点と欠点があります。fMRIは

高い空間分解能で脳機能を三次元的に計測することのできる脳機能

研究の標準的なツールですが、装置が巨大で強い磁場が発生します。

また、PETは神経活動に伴う血流の変化を高感度に検出可能ですが，

装置が巨大であることに加えて放射性薬剤を注射する必要があります。

つまり作業に制限が加わり、自然な状態での感性を計測することはでき

ません。脳波はfMRIとPETに比べて簡単に測れる装置も登場していま

すが、電気的ノイズに弱いため測定を行える環境には制限があります。

　NIRSは操作が簡便で非侵襲であり、被験者を拘束したり体位を制

限したりする必要がなく、日常生活に近い状態で作業中の脳機能が測

定できる利点があります。また電気的ノイズに強い特徴を持つため、最

近では携帯型の装置も開発されています。浜松医科大学では光を用

いた医療技術の研究開発を推進しており、NIRSを用いて非侵襲的に

筋肉や脳の血流を測るという技術を発展させて、脳活動を計測して感

性を可視化する研究を進めています。

H2 統合解析パッケージ 可視化ツール

浜松医科大学　　大星　有美、福司　康子、田村　和輝、山本　清二

作業中の心理状態の評価

ここに注目!! 　～光を用いて簡便に感性を計測、作業中の楽しさを可視化～ 
前頭部の脳活動を近赤外分光法（NIRS）で計測し、作業時の心理状態(楽しさ等)を測定する。NIRSの簡便さを活かし、特殊な
制限を加えることなく自然に近い状態で行う作業中の心理状態や作業自体の楽しさを客観的に評価可能。 
[用途] 作業やリハビリ負荷の定量的評価、商品およびその販売戦略の客観的評価　など

図１：NIRS計測の様子

特許：特願2021-035752,作業時心理状態評価方法及び装置、並びに作業自体の楽しさの評価方法及び装置

《研究代表者》

山本　清二　
浜松医科大学 理事（教育・産学連携担当）副学長

《研究室紹介》　
浜松医科大学 光尖端医学教育研究センター
ﾌｫﾄﾆｸｽ医学研究部ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ光医学研究室
　わたしたちにとってのイノベーションと
は、一般的によくいわれる「新しい技術発明」
という狭い意味ではなく、「新しいアイデア
から社会的意義のある新たな価値を創造し、
社会的に大きな変化をもたらす幅広い変革」
を意味しています。光・電子技術を応用した
基礎研究と応用研究を行い、新しいアイデア
から医学的意義のある価値を創り出してい
きたいと考えています。
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■ 研究の前提となる知見
　近赤外線は光の一種ですが、生体内での吸収率が少なく骨や皮膚

をある程度通過するため生体内部の計測に用いることができます。近

赤外分光法（NIRS : Near Infrared Spectroscopy）とは、波長700

～ 900 nmの近赤外光を身体表面から体内に向けて照射し、透過し反

射してきた光を検出・解析することで血流量や血液中のヘモグロビンを

測定する技術です。酸素と結合したオキシヘモグロビンと、酸素を手放

したデオキシヘモグロビンの吸光特性の違いを利用することで組織酸

素飽和度の測定が可能で、既に医療や健康管理に活用されています。

NIRSには代表的な計測方法が二つあります。（図2）連続光

（Continuous Wave: CW）計測は、入射光に対して検出光の強度

を計測する単純な方式なのでウエアラブルな装置も開発され市販されて

います。一定の近赤外光を照射し続ける方式であるため、皮下の浅い

ところを通って戻ってきた光を多く検出する特徴をもつことから、感性計

測のために頭蓋骨の内にある脳の血流を測定するのに最適とは言えま

せん。一方で時間分解（Time resolved spectroscopy: TRS）計測

ではナノ秒以下の極めて短時間だけ近赤外光を照射する仕組みで、検

出される光強度と時間的な広がりを取得できる特徴があり、CW法より

も深い位置かつ局所的な位置の血流情報を計測することができます。

■ 感性計測の実験デザインと結果
　fMRIを使った事前実験で、感性との関係が知られている大脳の前

頭極（頭部の前方、額の下にある脳）を計測しました。この脳部位の

働きはまだ詳しく解明されていませんが、次のような実験で血流量変化

の差を確認し、“感性計測のための窓”としての役割が示唆されました。

事前にfMRIで確認した前頭極の活動部位は皮膚から2cm程度の深さ

にあり、この位置の活動を取得できるように4チャネルのTRS計測シス

テム（浜松ホトニクス㈱、浜松市）を使用しました。（図3）TRS計測シ

ステムと額に装着したプローブを光ファイバーで繋ぎます。

《実験1：感情変化と前頭極》液晶ディスプレイを用いて被
験者に対して画像を提示します。画像提示の順序を図4に示しま

す。Introductionでは画像をみて感情を想起してもらうための説明、

imaginationでは感情を想起するための画像を提示します。このとき、

提示する画像はポジティブ（快）・ニュートラル（中立）・ネガティブ（不快）

の3種類のどれかの感情を意図した画像とその感情が誰の視点である

かを示す画像を提示します（図4）。画像の例を挙げると，Introduction

として「寝るとき・・・」という説明に続いて、imagination として「暖か

い布団の中でぬくぬくします！（ポジティブ)」、「収納から布団を出して布

団を敷いた（ニュートラル）」、「激しい頭痛に襲われて眠れません・・・（ネ

ガティブ）の3種類のうちのどれかの画像とともに視点を示す画像が提

示され、自分のこと又は他人のこととして想像してもらいます。画像提

示前から提示後にかけてTRS計測を実施し、感情変化を伴わない計算

課題（コントロール）と比較しました。35人の被験者を対象に実験を行っ

たところ、感情の変化を伴う想像をしている時に、前頭極の血流が増

加することがわかりました。

図2: NIRSの計測方式の比較

図3: TRS計測システム
浜松ホトニクス㈱（浜松市）

図4：NIRSによる前頭極活動計測
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《実験2：創造的作業と前頭極》ヒトは単純作業に比して創作
作業を行う時のほうが意欲的に取り組む傾向がありますが、創作活動

時と単純作業時の脳血流変化の差異は明らかではありません。そこで、

楽しみを喚起する創作作業（感情の変化を伴う作業）を行うことによっ

て前頭極の脳活動が高まるという仮説を検証するために、ねじを用いた

玩具「ねじブロック（橋本螺子㈱ 浜松市）」を使用して課題（イヌ）（図５）

を作る創作作業と、ねじの留め外しを繰り返す単純作業における作業

中の前頭極脳血流をTRSシステムにて計測し比較しました。

　23 人の実験の結果、創作作業では血流が増加し、単純作業では

横ばいか、やや減少ぎみになるという結果が得られました（図６）。実験

後に実施した主観評価(Visual Analog Scale: VAS)と脳血流を比較

すると、楽しさや覚醒度などのポジティブな指標と脳血流には関係があ

ることがわかりました。（図７）

　これらの実験から、NIRS特にTRS法を用いることで、作業時の心理

状態（楽しさ、意欲など）の測定することで、作業自体の楽しさの客観

評価が可能になることが示唆されました。

■ 研究の今後
　NIRSを用いて血流を測るアイデアはすでに様々な試みがなされてい

ますが、感情に伴う脳活動を測定するのは新しい挑戦です。前頭極は

比較的に測定しやすい額の直下に突き出た位置にあり、NIRSで測る

のに最も適した部位だと言えます。

　今後、前頭極の働きを解明する研究と、TRS法による脳血流測定

の技術開発を並行して進展させていきたいと考えています。

　本研究ではこれまでのところ、倫理面を考慮して強いネガティブ感情

を抱く実験は行っていません。脳血流は感情が動く時に増加すると考

えられるため、血流増加＝ポジティブ感情とは限りませんが、感情の種

類は表情の解析などの技術を併用しNIRSで感情の動く大きさを測定す

ることで、細やかな評価・可視化が可能だと考えています。

　

図６: 脳血流変化

図7: 実験の感想と血流の関係

図5：ねじブロック
（橋本螺子（株），浜松市）
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社会実装に向けて
　「ねじブロック」の実験で示されたように作業中の楽しさや覚醒度を血

流変化量で数値化することができます。ヘアバンド型やメガネ型のウエ

アラブル装置が開発されれば、より多様な環境での測定が可能となりま

すが、現状の装置でも大きな移動を必要としない作業であれば、被験

者の動きや思考を妨げることなく測定することが可能です。

　統合解析パッケージには脳活動を測定・可視化するツールがいくつ

かありますが、光を用いるNIRSだからこそ測定可能な環境も多いと考え

ています。

●リハビリテーションで
　高齢者、特に認知症を抱える人の作業療法は意思疎通が難しく、

意欲的に取り組むことができるリハビリプログラムを見つけるのが難しい

ことがあります。本人が好き嫌いを表明しない（できない）場合でも、脳

血流を測ることでその人に適したプログラムを客観的に選択することが

できるようになります。気軽に繰り返し測ることができるため、その日の

気分にあわせたプログラム選択にも役立つでしょう。

●小児科・精神科などの医療で
　言葉で好き嫌いや感情を表現できない乳幼児の脳血流を測定するこ

とで、医療、成育などに役立てることができます。精神科領域でも診断

や治療への応用が期待できます。

●製造業の現場で
　楽しく意欲的に取り組める作業手順や作業環境、得意な作業、好き

な作業の個人差を測定して、適材適所で客観的な人員配置に役立つ

でしょう。

　また、ウエアラブル装置による常時測定が可能になれば、意欲や覚

醒度の低下を察知して、事故の回避、適切な作業スケジュールづくり

に役立つでしょう。技術訓練などにおいても、意欲を持続しやすいメ

ニューの開発に活用できます。

●商品・サービスの開発に
　新しい商品やサービスを消費者モニターに評価してもらう際、主観評

価とともにNIRSで脳血流を測定することで、感情の変化の大きさを数

値化・可視化することができます。総合評価だけではなく、商品やサー

ビスのどの部分に興味を感じたのかも可視化することが可能です。

●娯楽やエンタメの評価に
　測定装置を装着したまま映画を視聴したり、イベントに参加したり、

テーマパークのアトラクションを体験したりすることで、どの場面で感情

が大きく変化したのか経時的に評価することが可能となります。

製造業の現場での利用（イメージphoto）

リハビリテーションでの利用（イメージphoto）

小児科等での利用（イメージphoto）

商品・サービス開発における利用（イメージphoto）
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H2　作業中の心理状態の評価



　Brain activity can now be investigated in detail using electroencephalograph 
(EEG), fMRI, PET, and so on. These technologies have been developed to 
measure emotional movements in real time. However, fMRI requires a huge 
equipment and generates a strong magnetic field, and PET, which also 
needs a huge equipement, requires the injection of a radioactive drug.  Thus, 
it is difficult to measure the KANSEI in the natural state due to the restriction 
of the movement.Although devices that can easily measure brain waves are 
appearing, there are restrictions on the environment in which measurements 
can be performed because they are vulnerable to electrical noise.
　NIRS is easy to operate and non-invasive, does not require the subject 
to be restrained or restricted in position, and has the advantage of being 
able to measure brain function during work in a state close to daily life. In 
addition, due to its strong characteristics against electrical noise, portable 
devices have recently been developed. Hamamatsu University School of 
Medicine is promoting research and development of medical technology 
using light and is conducting research to visualize KANSEI by measuring 
brain activity, expanding on the technology of non-invasively measuring 
blood flow in muscles and brain using NIRS.

H2 Integrated Analysis Package Visualization Tools

Yumi Oboshi, Yasuko Fukushi, Kazuki Tamura, Seiji Yamamoto, Hamamatsu University School of Medicine

Evaluation of psychological state during work

Easily measure KANSEI using light and visualize the enjoyment of work 
The brain activity of the frontal region is measured using near-infrared spectroscopy (NIRS), and the psychological state (enjoyment, 
etc.) during work is measured. Taking advantage of the simplicity of NIRS, it is possible to objectively evaluate the psychological state 
during work and the enjoyment of the work itself, which is performed in a state close to nature without imposing special restrictions. 
Application: Quantitative evaluation of work and rehabilitation load, objective evaluation of products and their sales strategies, and so on.

Figure 1: NIRS measurement

Patent: Patent Application 2021-035752, Method and device for evaluating psychological state during work, and method and device for evaluating the enjoyment of work itself

《Principal investigator》
Seiji Yamamoto　
Hamamatsu University School of Medicine 
Executive Director / Vice President （ for 
Education & Collaboration Development ）

《Laboratory introduction》　
Preeminent Medical Photonics Education & 
Research Center, Hamamatsu University 
School of Medicine
Department of Innovation Photonics, Institute 
for Medical Photonics Research 
For us, innovation means “a wide range of 
changes that create new value with social 
significance from new ideas and bring about 
major  socia l  changes” ,  not  just  “new 
technological invention” in a limited sense 
which is commonly referred to. We would 
like to conduct both basic research and 
applied research using optical and electronic 
technologies to create medically meaningful 
value from new ideas.
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■ Previous findings that form the premise of this study
　Near-infrared (NIR) light that can be used for measurement inside the 
body because it is not absorbed and passes through bones and skin to 
some extent. NIRS is a technique for measuring blood flow and hemoglobin 
in the body by irradiating NIR light with a wavelength of 700 to 900 nm 
from the body surface into the body and detecting and analyzing the 
transmitted and reflected light. By utilizing the difference in light absorption 
characteristics between oxygen-bound oxyhemoglobin and oxygen-
deprived deoxyhemoglobin, it is possible to measure tissue oxygen 
saturation, which is already being used in medical treatment and health 
management.
　There are two typical measurement principals for NIRS (Fig.2). 
Continuous wave (CW) measurement is a simple method that measures 
the intensity of detected light with respect to incident light; thus, wearable 
devices have also been developed and are commercially available. This 
method is not ideal for measuring blood flow in the brain inside the skull 
for KANSEI measurement, because it is characterized by the detection of 
a large amount of light returning through shallow subcutaneous areas due 
to the constant irradiation of NIR light. On the other hand, time-resolved 
spectroscopy (TRS) measurement is a system that irradiates NIR light for an 
extremely short time of less than nanoseconds or less and has the feature 
that the detected light intensity and temporal spread can be obtained. It is 
possible to measure blood flow information at deeper and more localized 
positions than with the CW method.

■ Experimental design and results of KANSEI measurement
　In a preliminary experiment using fMRI, the frontal pole of the cerebrum 
(the brain at the front of the head and under the forehead), which is known 
to be related to KANSEI, was measured. The function of this brain region 
has not yet been elucidated in detail, but the following experiments 
confirmed the difference in blood flow changes, suggesting its role as a 
“window for KANSEI measurement.” The active part of the frontal pole 
confirmed by fMRI in advance is approximately 2 cm deep from the skin, 
and a 4-channel TRS measurement system (Hamamatsu Photonics K.K., 
Hamamatsu) was used to acquire the activity at this position (Fig.3). The 
TRS measurement system and the probe attached to the forehead are 
connected by optical fiber.

《Experiment 1: Emotional change and frontal pole》
　The participant is presented with an image via a liquid crystal display. 
The order of image presentation is shown in Fig. 4. The Introduction is a 
description of the image to evoke an emotion, and the Imagination is a 
presentation of the image. At this time, the images to be presented are 
those intended for one of three types of emotions: positive (pleasant), 
neutral (neutral), and negative (unpleasant), as well as those that indicate 
whose viewpoint is the emotion (Fig. 4). As an example, following the 
explanation “When I go to bed...” as an Introduction, one of the three types 
is shown to the participant: “I’m warm and cozy on the futon!” (positive), 
“I took the futon out of storage and laid it down” (neutral),” or “I can’t sleep 
because of a severe headache” (negative). The participants are then asked 
to imagine the situation as their own or someone else’s. TRS measurements 
were performed before and after the image presentation, which were 
compared with an arithmetic task that did not involve emotional changes 
(control). In the experiment with 35 participants, blood flow in the frontal 
pole was found to increase when imagining with emotional changes.

《Experiment 2: Creative work and frontal pole》
　Humans tend to work more enthusiastically when performing creative 
work than when performing simple work, but the difference in cerebral 
blood flow during creative activity and simple work is not clear. Therefore, 

Figure 2: Comparison of NIRS measurement principals

Figure 3: TRS measurement system
Hamamatsu Photonics K.K. (Hamamatsu)

Figure 4: Frontal pole activity measurement by NIRS
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test the hypothesis that creative work that evokes enjoyment (work that 
involves changes in emotion) increases brain activity in the frontal pole, 
we used TRS system to measure and compare frontal pole cerebral blood 
flow during creative work (creating a dog using a screw toy (Neji-Block, 
HASHIMOTO RASHI KK, Hamamatsu (Fig.5)) and the simple task of 
repeating screwing and unfastening.
　As a result of experiments with 23 participants, blood flow was found to 
increase in creative work but remained flat or slightly decreased in simple 
work (Fig.6). Comparing the subjective evaluation (Visual Analog Scale: 
VAS) performed after the experiment with cerebral blood flow, there is a 
relationship between positive indicators such as enjoyment and arousal and 
cerebral blood flow (Fig.7).
　The above experiment suggested that by using TRS method, it is possible 
to objectively evaluate the enjoyment of the work itself by measuring the 
psychological state (fun, motivation, etc.) during work.

■ Future Research
　The idea of measuring blood flow using NIRS has already been tried; 
however, measuring the brain activity associated with emotion is a new 
challenge. The frontal pole is located just below the forehead, which is 
relatively easy to measure and is the most suitable part for measuring with 
NIRS.
　In the future, we would like to advance our research to elucidate the 
function of the frontal pole in parallel with the development of techniques 
for measuring brain blood flow using the TRS method. So far, due to ethical 
considerations, this study has not conducted any experiments with strong 
negative emotions. Since cerebral blood flow is thought to increase when 
emotions shift, increased blood flow does not necessarily mean positive 
emotions. However, it is possible to evaluate and visualize the types of 
emotions in detail by measuring the size of emotional movement with NIRS 
in combination with techniques such as facial expression analysis.
　

Figure 6: Changes in cerebral blood flow

Figure 7: Relationship between experimental impressions and cerebral 
blood flow

Figure 5: Neji-Block
(HASHIMOTO RASHI KK, Hamamatsu)
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Toward social implementation
　As demonstrated in the “Neji-block” experiment, it is possible to quantify 
the level of enjoyment and arousal during work via the amount of change 
in blood flow. If a hairband or glasses-type wearable device is developed, 
it will be possible to measure in more diverse environments. Even with 
the current devices, it is possible to measure without interfering with the 
participant's movement or thinking, as long as the task does not require 
significant movement.
　Although there are several tools for measuring and visualizing brain 
activity in the Integrated Analysis Package, we believe there are many 
environments that can be measured only with NIRS, which uses light.

●In Rehabilitation
　In occupational therapy for elderly people, especially those with 
dementia, it is sometimes difficult to find a program that they are willing 
to engage in. Even if a person does not (or cannot) express their likes and 
dislikes, measuring cerebral blood flow will help you choose a program that 
is suitable for them. Since it is easy to measure, it will also help select a 
program that suits their mood on the day.

●Pediatrics, psychiatry, and other medical fields
　Measuring cerebral blood flow in infants who are unable to express their 
likes, dislikes, and emotions verbally can be useful for medical treatment 
and development. It is also expected to be applied to diagnosis and 
treatment in the field of psychiatry.

●In the manufacturing industry
　It will be possible to evaluate work procedures and work environments 
that allow people to work happily and enthusiastically, and to measure 
individual differences in the tasks they are good at and like, so that the right 
people can be assigned to the right jobs.
　It can also be used in technical training to develop programs that help 
maintain motivation.

●Development of products and services
　When we ask consumer monitors to evaluate new products and services, 
we can quantify and visualize the magnitude of changes in their feelings by 
measuring brain blood flow using NIRS along with subjective evaluation. It 
is possible to visualize not only the overall evaluation, but also what part of 
the product or service they felt interested in.

●Evaluation of entertainment
　By watching a movie, participating in an event, or experiencing an 
attraction at a theme park while wearing the measurement device, it is 
possible to evaluate over time which scene caused the greatest change in 
emotion.

Use in manufacturing sites (image photo)

Use in rehabilitation (image photo)

Use in pediatrics, etc. (image photo)

Use in product and service development (image photo)
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H2　Evaluation of psychological state during work
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