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　連携研究センター「フラテ」は、長期的展望に基づい
て堅実な知を追求する基盤的研究と、目標と期間を設
定して先端的・革新的な研究開発を目指す戦略的研究
の融合を図ることを目的として、平成18年 4月1日
に設置された学際的研究拠点です。センターの各部門
は、医学研究科の専任教員からなる基盤分野と戦略的
研究を行う時限付の連携分野から構成され、基盤分野
と連携分野がペアを組んで学際的・学融合的な共同研
究を行っています。
　本センターは、「分子・細胞イメージング部門」、「再
生医療・組織工学部門」、「脳科学部門」、「人獣共通感染
症診断・治療部門」の4部門で発足しましたが、その後、
「医学物理学部門」、「光バイオイメージング部門」、「レ
ギュラトリーサイエンス部門」が増設され、現在では7
部門を擁する一大研究拠点へと発展を遂げています。
　センターでは、「先端融合領域イノベーション創出拠
点形成プログラム　未来創薬・医療イノベーション拠点
形成」、「橋渡し研究加速ネットワークプログラム　オー
ル北海道先進医学・医療拠点形成」、「最先端研究開発
支援プログラム　持続的発展を見据えた分子追跡放射
線治療装置の開発」、「先端的光イメージング研究拠点
形成」をはじめとする大型研究プロジェクトを中心とし
て多彩な研究活動が展開され、医学・生命科学と理工
学の融合領域において、世界をリードする数多くの研究
成果が得られています。平成24年度には「レギュラト
リーサイエンス部門」が新設され、センターで得られた
研究成果を社会に還元するための体制が一段と強化さ
れたところであります。
　今後、世界最高水準の先端的融合研究拠点として、
連携研究センター「フラテ」がさらなる発展を遂げる
ために今後なお一層努力してまいりたいと考えておりま
す。関係各位には、今後とも本センターの活動にご理解
をいただき、変わらぬご支援を賜りますようお願い申し
上げます。

連携研究センター「フラテ」
平成25年度概要／平成24年度
業績集の発刊にあたって

北海道大学大学院医学研究科
連携研究センター

センター長
　笠

　
原
　
正
　
典



H
okkaido 

U
niversity 

Graduate School of 
M
edicine

Research 
Center for 

C
ooperative Projects

北
海
道
大
学
大
学
院
医
学
研
究
科

連
携
研
究
セ
ン
タ
ー「
フ
ラ
テ
」

概
要2013/

業
績2012

目
　
次Contents

●センター長の挨拶

●平成 25年度連携研究センター概要

構成員

組　織

部門概要

分野別研究概要

・分子・細胞イメージング部門

・再生医学・組織工学部門

・脳科学部門

・人獣共通感染症診断・治療部門

・医学物理学部門

・光バイオイメージング部門

・レギュラトリーサイエンス部門

3 つの主たる研究プロジェクトの概要

●平成 24年度連携研究センター業績

組織・構成員

研究セミナー

研究業績

受け入れのあった資金

●規　　程

・連携研究センター内規

・連携研究センター内規の運用について

・連携研究センター運営委員会内規

・連携研究センターオープンラボ運用要項

1

3

4

6

7

9

9

12

13

16

18

19

21

23

25

26

28

30

56

61

62

64

65

67

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・



Research Center for Cooperative Projects 2013

平成 2 5 年 度
連 携 研 究 セ ン タ ー 概 要



平成 25 年度連携研究センター　構成員
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分子・細胞イメージング部門
部門長　玉木　長良

再生医学・組織工学部門
部門長　岩崎　倫政

脳科学部門
部門長　渡辺　雅彦

人獣共通感染症診断・治療部門
部門長　有川　二郎

医学物理学部門
部門長　白圡　博樹

光バイオイメージング部門
部門長　佐邊　壽孝

レギュラトリーサイエンス部門
部門長　笠原　正典
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〔基盤分野〕
臨床統計学分野
准教授／伊藤　陽一

〔基盤分野〕
先進医療マネジメント学分野 
 （協力分野）
教　授／佐藤　典宏

〔連携分野〕
評価科学分野
教　授／荒戸　照世
特任助教／佐久嶋　研

〔基盤分野〕
整形外科学分野
教　授／岩崎　倫政
助　教／小野寺智洋
助　教／松井雄一郎

〔基盤分野〕
スポーツ医学分野
教　授／笠原　正典（兼）
准教授／北村　信人

〔基盤分野〕
腫瘍病理学分野
教　授／田中　伸哉
講　師／谷野美智枝
助　教／津田真寿美

〔連携分野〕
高分子材料科学・
再生医学分野

特任助教／仙葉　愼吾

〔基盤分野〕
解剖発生学分野
教　授／渡辺　雅彦
講　師／山崎美和子
助　教／宮崎　太輔
助　教／今野幸太郎
助　教／内ヶ島基政

〔基盤分野〕
神経薬理学分野
教　授／吉岡　充弘
講　師／泉　　　剛
助　教／大村　　優
助　教／吉田　隆行

〔連携分野〕
時間医学講座
特任教授／本間　さと
助　教／榎木　亮介（兼）

〔協力〕
脳科学研究教育
センター

〔基盤分野〕
病原微生物学分野
教　授／有川　二郎
准教授／森松　組子
助　教／清水　健太
助　教／津田　祥美

〔基盤分野〕
小児科学分野
教　授／有賀　　正
講　師／田島　敏広
講　師／小林　一郎

〔協力〕
獣医学研究科 環境獣医科学講座
公衆衛生学教室
教　授／苅和　宏明

〔基盤分野〕
放射線医学分野
教　授／白𡈽　博樹（兼）

〔連携分野〕
医学物理工学分野
教　授／石川　正純
特任助教／髙尾　聖心
特任助教／宮本　直樹
特任助教／Kenneth Sutherland

〔協力〕
先端生命科学研究院　
細胞ダイナミクス科
学分野
教　授／芳賀　　永

〔基盤分野〕
分子生物学分野
教　授／佐邊　壽孝
准教授／橋本　　茂
助　教／小野寺康仁
助　教／橋本　あり

〔基盤分野〕
放射線医学分野
教　授／白𡈽　博樹（兼）

〔連携分野〕
分子追跡医学分野
教　授／石川　正純（兼）
特任准教授／浜田　俊幸
特任助教／松浦　妙子

〔基盤分野〕
核医学分野
教　授／玉木　長良
准教授／志賀　　哲
助　教／岡本　祥三
助　教／真鍋　　治

〔基盤分野〕
応用分子画像科学分野（協力分野）
教　授／久下　裕司
准教授／久保　直樹
助　教／志水　陽一

〔連携分野〕
トレーサー情報分析学分野
教　授／趙　　松吉
特任教授／鷲野　弘明
特任講師／西嶋　剣一
特任助教／馮　　　飛
特任助教／鈴木江り子

〔基盤分野〕
放射線医学分野
教　授／白𡈽　博樹
准教授／鬼丸　力也
特任准教授／橋本　孝之
特任助教／二本木英明

〔連携分野〕
放射線生物医工学分野
特任講師／Khin Khin Tha
特任助教／南　　璡旼
特任助教／木下留美子
特任助教／安田　耕一

特任助教／平田　雄一
特任助教／小野寺俊輔
特任助教／宮本　憲幸
特任助教／山田　貴啓

部門付
特任准教授／増渕　　悟
特任講師／及川　　司
助　教／榎木　亮介

特任助教／小野　大輔
特任助教／吉川　朋子
特任助教／平田　快洋
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平成 25 年度連携研究センター　組織

分子・細胞イメージング部門

再生医学・組織工学部門

脳科学部門

人獣共通感染症診断・治療部門

医学物理学部門

光バイオイメージング部門

レギュラトリーサイエンス部門

〔基盤分野〕
核医学分野

〔基盤分野〕
応用分子画像科学分野（協力分野）

〔連携分野〕
トレーサー情報分析学分野

〔基盤分野〕
放射線医学分野

〔連携分野〕
放射線生物医工学分野

〔基盤分野〕
整形外科学分野

〔連携分野〕
高分子材料科学・再生医学分野
〔連携分野〕
高分子材料科学

〔基盤分野〕
スポーツ医学分野

〔基盤分野〕
腫瘍病理学分野

〔基盤分野〕
解剖発生学分野 〔連携分野〕

時間医学講座

〔協力〕
脳科学研究
教育センター時間医学講座〔基盤分野〕

神経薬理学分野

〔基盤分野〕
病原微生物学分野 〔協力〕

獣医学研究科
環境獣医科学講座
公衆衛生学教室

獣医学研究科
環境獣医科学講座
公衆衛生学教室〔基盤分野〕

小児科学分野

〔基盤分野〕
放射線医学分野

〔連携分野〕
医学物理工学分野

〔連携分野〕
分子追跡
医学分野

〔協力〕
先端生命科学
研究院　
細胞ダイナミ
クス科学分野

〔連携分野〕
分子追跡

〔基盤分野〕
分子生物学分野

医学分野
分子追跡
医学分野〔基盤分野〕

放射線医学分野

〔基盤分野〕
臨床統計学分野

〔連携分野〕
評価科学分野
〔連携分野〕
評価科学分野〔基盤分野〕

先進医療マネジメント学分野 
 （協力分野）

※〔基盤分野〕 医学研究科の基幹講座（附属教育研究施設を含む）の中から選考した、連携分野と密接な関係を持つ分野。
　　（協力分野：医学研究科以外の組織で医学研究科の大学院生の正規の指導員となっている教員が所属する分野。）
　〔連携分野〕 外部資金を持ち、基盤分野と連携してプロジェクト研究を行う分野。
　〔協力〕 医学研究科以外の部局等から基盤分野と連携分野が連携して行うプロジェクト研究に協力する組織。

6
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平成 25 年度連携研究センター　部門概要

分子・細胞イメージング部門

　分子・細胞イメージング部門は、分子・細胞レベルでの遺伝子発現、蛋白発現での経時的発現、神経伝達・受容体機能などを
時間、空間的に映像化し、その応用を目指す最先端の研究部門である。この中には蛍光や発光など経時的イメージング法を開
発研究する分野（時間生理学分野、光生物学分野）、放射性薬剤を用いて生体イメージング法を開発研究する分野（核医学分野、
応用分子画像科学分野、トレーサー情報分析学分野）、およびこれら機能画像を駆使して放射線治療に利用する研究分野（放射
線医学分野、放射線生物医工学分野）から構成されている。この分野では、細胞機能情報を解析する基礎分野から、小動物の
インビボでの経時的観察、さらには臨床への応用を含むトランスレーショナル研究で成果を挙げると共に、臨床での疑問点を
基礎研究にフィードバックされる研究分野も盛んに実施している。ここでは映像技術を駆使する工学専門家、生命科学や分子
生物学などの基礎医学研究者、臨床研究者などさまざまな専門家が加わり、融合研究を推進している。

再生医学・組織工学部門

　再生医学・組織工学部門ではこれまで、スポーツ医学分野（旧運動機能再建医学分野）を基盤分野とする連携分野「高機能代替
支持組織開発医学分野」があったが、2013年3月（2012年度）をもって1期5年の研究計画を終了した。その成果としては、
この5年間の英文論文数66編（関連した教員1人当たり16.5編）、特許取得3件（国際2、国内1）、代表研究者として外部から
獲得した競争的研究費は文科省科研費基盤A2件を始め19件（総額1億9458万円）などを挙げることができる。連携研究セン
ター設置と同時に設置を許されたこの高機能代替支持組織開発医学分野は、センター設置の目的に合致する十分な成果を上げ、
成功裏に終了することができた。この成果を基盤として、2013年4月から、新たに文科省からの運営費交付金特別経費（平成
25̶29年度予定）「ソフト＆ウェットマテリアルが拓くライフイノベーション──高分子材料科学と再生医学の融合拠点形成
──（研究責任者：龔剣萍（先端生命科学研究院）、安田和則（医学研究科））の支援を受け、新しい連携分野「高分子材料科学・再
生医学分野」が設置された。基盤分野としては整形外科学分野、スポーツ医学分野、腫瘍病理学分野の3分野が連携して、こ
の連携分野を支援する。またこの連携分野は今まで通り、北大先端生命研究院および産業技術総合研究所とも連携する。この
設置に伴い、再生医学・組織工学部門長には岩崎倫政（整形外科学分野）が就任した。高分子材料科学・再生医学分野では特別経
費の趣旨に則り、北海道大学が世界をリードする高分子材料科学領域と再生・再建医学領域を融合する拠点として、生体軟組
織の機能を有するソフト＆ウェットマテリアルの創出、これを駆使した生命現象の本質の学理的な解明、および革新的治療医
学研究を同時かつ双方向的に行う予定である。

脳科学部門

　脳科学部門は、平成24年度から解剖発生学分野と神経薬理学分野を基盤分野、時間医学講座を連携分野とし、これに北海
道大学脳科学研究教育センターが協力する組織構成となった。解剖発生学分野は、種々の遺伝子改変マウスの分子形態学的解
析および電子生理学的解析を通して、脳機能の発達分化の基盤となる神経回路の発達過程とその分子機構の解明を目指してい
る。神経薬理学分野は、セロトニン神経系の発達とストレス応答に焦点をあて、特にうつ病モデルとして幼若期ストレスと成
獣期ストレスを組み合わせた複合ストレスモデルを用いた難治性気分障害のメカニズム解明を目指している。時間医学講座は
脳の時計機構の研究を行っている。動物個体や組織・細胞レベルでの機能解析では、詳細な行動リズム解析、培養脳組織の発光・
蛍光イメージング、マルチ電極を用いた神経活動リズム計測などを組み合わせ、様々な生理機能の時間的統合メカニズムを、
また、ヒトを被験者とした研究では、国内唯一の時間隔離実験室を用い、環境照度や身体運動による睡眠覚醒とホルモンリズ
ム調節メカニズムを検討している。

人獣共通感染症診断・治療部門

　人獣共通感染症診断・治療部門は、微生物学講座病原微生物学分野と小児科学分野を基盤分野とし、これに獣医学研究科環
境獣医科学講座公衆衛生学教室が協力する組織構成である。人獣共通感染症診断・治療部門では、げっ歯類媒介性人獣共通感
染症の代表であるハンタウイルス感染症（腎症候性出血熱とハンタウイルス肺症候群）について、ハンタウイルスのヌクレオキ
ャプシッド蛋白を大腸菌やバキュロウイルスを発現ベクターとする組換え蛋白として調整し、診断抗原としての応用を進めて
きた。これまでに、ハンタウイルス感染症の原因となる3種類の血清型のハンタウイルス感染を同時にスクリーニング出来る
マルチプレックス型イムノクロマト法の開発を行い、迅速・簡便な診断法の開発に努めている。
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医学物理学部門

　医学物理部門は、医学において、理工学系の成果を生かすために設立されており、理工学博士のスタッフや学術研究員が、
主に放射線医療を中心とした領域において活躍している。理工学系の知識と技術が医学・医療の諸問題の解決に欠かせないこ
とは周知の事実である。北海道大学の独自の発展を目指す上で、1999年に開発された動体追跡技術や、2005年から続いて
きた工学研究科との医工連携を原点として、イノベーション拠点形成事業（PET　技術の放射線治療への利用）、橋渡し研究（汎
用型動体追跡装置の開発）などの外部資金を利用して、世界的な開発研究を推進している。2009年には、スーパー特区予算
を利用して、アイソトープセンターに研究用6MV-X線治療装置を設置しこれらの医学物理の開発研究を加速した。同年、「持
続的発展を見据えた『分子追跡放射線治療装置』の開発」が最先端研究開発支援プログラムに採択され、2014年の治療開始を
目指して、分子追跡陽子線治療装置の開発を進めている。教員・特任教員として、医学研究科内に医学物理士が増えつつあり、
また医学物理学を目指す修士・博士の大学院生も数多く学びつつあり、北海道大学病院には医学物理室が設置され、国内の医
学物理研究の一大拠点になりつつある。

光バイオイメージング部門

　光バイオイメージング部門は、培養細胞等において現行で用いられている、蛍光・発光を基礎とした光イメージング技術に、
これまで独自に開発して来た、動体追跡技術を応用した2方向からの検出装置とパターン認識技術を組み合わせ、動いている
マウス体内の特定遺伝子発現や癌化細胞を発光信号として捉え、個体における発光点を3次元座標において自動的に記録する
ことにより、ケージ内で自由に動き回っているマウス個体の癌細胞増殖や転移のほか、臓器や組織の特定遺伝子の発現状況を
リアルタイムに検出することを目指す。正常及び病的な生体内部の動きを、最先端理工学技術と分子生物医学的手法で解析す
ることにより、従来の科学では解明し得なかった、生体に共通した「動き」に関する新しい科学分野「動体追跡科学」を創生する。
これにより、自然界に潜む生体内部の「動き」の謎を解明し、多様な生命科学研究に役立てる。さらに、高速画像処理とパター
ン認識技術を利用し、対象のサイズにとらわれない、3次元的な動きの解析を可能にする。また、これら多様な生体の「動き」
をデータベースとして構築し、他の生体情報とリンクさせることにより、3次元的な動きと他生体情報との関連性について科
学的な分析を可能とする。

レギュラトリーサイエンス部門

　レギュラトリーサイエンス部門は、臨床統計学分野、先端医療マネジメント学分野を基盤分野とし、平成24年度に新設さ
れた評価科学分野を連携分野としている。
　レギュラトリーサイエンスは、1987年に国立衛生試験所の内山充副所長（当時）により提唱され、平成23年8月9日に閣議
決定された第4次科学技術基本計画においては「科学技術の成果を人と社会に役立てることを目的に、根拠に基づき的確な予
測、評価、判断を行い、科学技術の成果を人と社会との調和の上で最も望ましい姿に調整するための科学」と定義されている。
当部門では、レギュラトリーサイエンスを、医薬品及び医療機器の品質・有効性・安全性を評価するための、適切な根拠や考え
方を提示するための科学ととらえ、レギュラトリーサイエンスをアカデミアに根付かせ、大学発のシーズを臨床応用につなげ
医療イノベーションを推進することを目的に、北海道大学探索医療教育研究センター、北海道大学病院高度先進医療支援セン
ターとも連携して、各種シーズの実用化に向けた支援を行っている。
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平成 25 年度分野別研究概要

　核医学分野では、「応用分子画像科学分野」や連携分

野である「トレーサー情報分析学分野」と協調して、

PET（ポジトロン断層撮影法）に用いられるポジトロ

ン分子プローブを中心に開発された放射性分子プロー

ブを利用した分子細胞機能の映像化に関する研究を進

めている。

　昨年度から臨床を開始したセロトニントランスポー

ターをイメージングする炭素11標識DASBは健常人

にて安全性が確認できた。今後臨床例での検討を予定

している。また、低酸素を映像化するF-18標識fluo-

romisonidazole（FMISO）をつかった研究も順調に

成果を上げている。

　低酸素領域の癌細胞は以前より放射線治療に抵抗性

があり、低酸素イメージングを使用した研究では頭頸

部癌患者において低酸素イメージング製剤が集積した

症例は局所再発が高いと報告されている。低酸素領域

に存在する癌細胞への放射線治療の治療戦略として低

酸素領域への追加照射があるが、他の施設での報告で

基盤分野 核医学分野

基盤分野 応用分子画像科学分野

連携分野 トレーサー情報分析学分野

分子・細胞イメージング部門

図3  左側は48時間間隔をあけて撮像した頭頸部癌患者のFMISO画像である。視覚的評価では集積の強さおよび集積の広がりも変化を
認めない。右側は定量的指標の結果であるが、定量的な評価では頸部の筋肉と腫瘍の集積の比（TMR）を使用した。FMISOの集積
およびそれを基にした低酸素領域の体積もICC＝0.96以上と再現性が良好であった。

9



は低酸素イメージングの再現性が不良であり低酸素イ

メージングを用いた追加照射の治療戦略に疑問点が出

されていた。我々は、最新の装置と至適撮像時間を用

いれば、低酸素イメージングの再現性は高い事を報告

した。

　また、日立製作所と共同で半導郷体検出器を用いた

新しいSPECT試作機の検討も行っており、半導体検

出器の利点を生かした新しいコリメータで感度を損な

うことなく高分解能を実現する事が可能である事が示

された。

　放射線生物学分野は、2013年度より、実際の研究

内容に即した「応用分子画像科学分野」に改名した。新

しい分野名にも表されているように、当分野ではイン

ビボ分子・細胞イメージング・病態分析法の開発研究と

臨床への応用を進めている。すなわち、①病気の状態

や治療効果を分子・細胞レベルで的確に把握すること

ができる分析技術・画像診断技術の開発、②治療効果

の解析・副作用の予測を可能にする分析技術・画像診断

技術の開発を核医学分野やトレーサー情報分析学分野

と協力して行っている。

　この1年は、新しい腫瘍イメージングプローブの臨

床応用に向けた研究、小動物用PET/CT/SPECT装

置を用いた薬効評価法の開発を継続するとともに、新

しいイメージングバイオマーカーの探索研究にも力を

注ぎ、いくつかの候補分子を見出すことができた。ま

た、次世代イメージングシステムの構築および画質評

価方法の開発研究も進めている。今後、このような成

果をさらに発展させ、病態の解明、創薬・医療に役立

つ分析技術・画像診断技術の開発を進めていく。

　トレーサー情報分析学分野では、基盤分野である「核

医学分野」と「応用分子画像科学分野」と連携して、

PETをはじめとするインビボ分子・細胞イメージング

法の研究開発を基盤とし、病態の解明・臨床診断法の

開発、さらには創薬への展開を目指して研究を推進し

ている。

　2013年度も引き続き、癌の低酸素イメージング、

癌の分子標的療法・放射線治療の治療効果評価、血管

新生イメージング、動脈硬化イメージング・バイオマ

ーカー探索、アポトーシスイメージング、核医学手法

による再生医療の評価及び小動物用PETの性能評価

等に関する幅広い基礎研究に取り組んできた。例えば、

骨 髄 間 質 細 胞（Bone marrow stromal cells；

BMSC）移植による再生医療の治療効果を客観的に評

価する手法のひとつとして、123I-IMZ SPECTの有用

性を脳梗塞モデルラットにおいて検証した。その結果、

BMSC移植は脳梗塞周囲皮質における神経細胞のvi-

abilityを有意に改善させ、ホスト脳における神経受

容 体 機 能 に 対 す るBMSC移 植 の 効 果 を123I-IMZ 

SPECTにより客観的に評価できる可能性を示すこと

ができた（図4）。また、イルベサルタン（シオノギ製薬）

の抗動脈硬化作用について動脈硬化モデルウサギを用

いて検討した結果、イルベサルタン治療群において、

動脈病変への18F-FDG集積の低下が認められ、薬効

評価における18F-FDG PETの有効性が示唆された

（図5）。これらの研究成果をさらに検証し、臨床研究

へと繋げていきたい。

図4  骨髄間質細胞（BMSC）移植によるラット脳神経細胞機能改善：123I-IMZ 
SPECTイメージングによる評価（脳神経外科学分野との共同研究）

図5  イルベサルタンの抗動脈硬化作用：18F-FDG PET
イメージングによる評価（塩野義との共同研究）
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　従来、MRIのT2強調画像で両側被殻外側に認める線

状の高信号（所謂hyperintense putaminal rim；HPR）

は、多系統萎縮症（MSA）の特異的な所見とされていた。

しかし、我々は健常人でも両側被殻背側に線状の高信号

が認められることに気づき、健常人で認められるHPR

の頻度及びその画像所見の特徴、MSAで認めるHPRと

の違いについて検討した。1.5 Tesla-MRI（Teslaは静

磁場の強さ）においては、HPRは健常人（130人の検討）

の38.5％に認められ、両側被殻外側の全長に渡る、或

いは腹側に認められた。HPRと年齢や性別、被殻の萎

縮及びその信号強度との関連性は認められなかった。一

方、パーキンソン症状が主体のMSA-P型では、HPRは

両側被殻背外側に主に認められ、HPRの不連続性や被

殻萎縮と示すことが多かった（図1）。T2強調画像では、

健常人で認められるHPRと小脳症状が主体のMSA-C

型で認められるHPRの区別は不能であった。拡散テン

ソル法による両側被殻のmean diffusivity（MD）値を測

定では、MSA-P型、MSA-C型ともに、両側被殻の

MD値は健常人より有意に高かった。以上の所見は、健

常人とMSAの区別に役に立つ可能性があると思われ

る。我々は、健常人で認められるHPRの頻度及び画像

所見の特徴、MSAで認めるHPRとの違いについて、

2012年6月出版のBMC Neurologyに報告した。

　また、拡散テンソル法を用いて、非高齢者の大うつ病

患者における白質障害を非侵襲的に評価した。拡散テン

ソル法で指摘された白質異常と神経症状の重症度との関

連についても検討した。更に、小さな転移性脳腫瘍の検

出により適切なMRI撮像パラメータについて検討した。

大うつ病の評価における拡散テンソルの有用性及び小さ

な転移性脳腫瘍の検出のためのMRI撮像パラメータに

ついて論文投稿した。

　細胞モデルを用いて、乳癌の放射線照射による浸潤能

獲得過程の分子メカニズムを解析している。特に、乳癌

に着目し、乳癌細胞における放射線の影響とその分子メ

カニズムを理解することよって、多種多様な乳癌の中か

ら、放射線治療に適した乳癌を見分けるための分子を同

定し、さらに放射線療法後の再発を防ぐための分子標的

の候補を得ることを目的として、基礎研究を遂行してい

る。実験系として、性質が異なる様々な乳癌細胞の分子

発現を比較することができ、実際の癌の環境に近い、再

構成基底膜による3次元細胞培養法を用いている。細胞

の3次元培養を用い、非浸潤性乳癌のモデルを確立した

（図2）。非浸潤性乳癌が、放射線照射後に一部の生き残

り細胞において浸潤性を獲得することや、その過程にイ

ンテグリンのシグナルが関与する事を明らかにした

（Nam et al, Breast Cancer Research, 2013）。

　乳房温存治療を行った乳癌患者の病理標本を用い、術

後照射後の再発期間と癌浸潤関連分子の共発現が相関

する事を組織染色（IHC）の解析によって見出した（光バ

イオイメージング部門、分子生物学分野との共同研究：

Kinoshita et al, PLoS One, 2013）。

基盤分野 放射線医学分野

連携分野 放射線生物医工学分野

図1： MSA-P型（A）、MSA-C型（B）、健常人（C）で認めるHPR
の形態（→）。右被殻外側を示す（Tha KK et al. BMC 
Neurol 2012; 12: 39）。

図2  非浸潤性乳管癌
のモデル
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　再生医学・組織工学部門ではこれまで、スポーツ医学

分野（旧運動機能再建医学分野）を基盤分野とする連携

分野「高機能代替支持組織開発医学分野」が、当該領域

における高いレベルの研究を展開してきましたが、

2013年3月（2012年度）をもって1期5年の研究計画を

終了しました。その成果については昨年度の連携研究

センターシンポジウムで発表させていただきました。

その数値指標としては、この5年間の英文論文数66編

（関連した教員1人当たり16.5編）、特許取得3件（国際2、

国内1）、代表研究者として外部から獲得した競争的研

究費は文科省科研費基盤Aの2件を始め19件（総額1

億9458万円）などを挙げることができます。連携研究

センター設置と同時に設置を許された高機能代替支持

組織開発医学分野は、連携研究センターの設置の目的

に合致する十分な成果を上げ、成功裏に終了すること

ができたと考えております。

　この成果を基盤として、2013年4月から、新たに文

科省からの運営費交付金特別経費（平成25̶29年度予

定）「ソフト＆ウェットマテリアルが拓くライフイノベー

ション──高分子材料科学と再生医学の融合拠点形成

──（研究責任者：龔剣萍（先端生命科学研究院）、安田

和則（医学研究科））の支援を受け、新しい連携分野「高

分子材料科学・再生医学分野」が設置されました。今後

の更なる発展のために、基盤分野として整形外科学分

野、スポーツ医学分野、腫瘍病理学分野の3分野が連

携して、この連携分野を支援します。これに伴い部門

長も小職から岩崎倫政教授に交代しました。またこの

連携分野は今まで通り、北大先端生命研究院、創成研

究機構および産業技術総合研究所とも密に連携して学

際的な研究を行います。この特別経費の趣旨は、北海

道大学が世界をリードする高分子材料科学領域と再生・

再建医学領域を融合する拠点を設立し、生体軟組織の

機能を有するソフト＆ウェットマテリアルの創出と、こ

れを駆使した生命現象の本質の学理的な解明、および

革新的治療医学研究を同時かつ双方向的に行うことに

より、ライフイノベーションの実現を加速することで

す。これを受けて、高分子材料科学・再生医学分野では、

①生体軟組織が有する優れた生化学機能と力学機能を

併せ持つ新しいソフト＆ウェットマテリアル（高分子ゲ

ル）の創出、②これを擬似生体軟組織として駆使した

諸々の生命現象の本質の学理的解明、および③それら

の成果を速やかに先端治療医学へ展開を図ることによ

る革新的な組織再生治療法や代替組織の開発、等を行

って行きます。

　新しく発足した高分子材料科学・再生医学分野の今年

度（2013年）の活動の中でもっとも大きなニュースは、

我々のこれまでの研究を基にして新しく開発された革新

的生体材料が、当該領域の一流誌Advanced Materials

（Impact factor, 14.829）に掲載されたことです（Zhao 

et al: Proteoglycans and Glycosaminoglycans 

Improve Toughness of Biocompatible Double 

Network Hydrogels. Adv Mater（first published 

online: 22 OCT 2013）。この生体材料の医学への応用

について大きな期待がもたれています。またPAMPS/

PDMAAm DNゲルが誘導する軟骨分化の遺伝子機序

の解明、アルギン酸ゲルを用いた軟骨再生治療の開発、

等に関しても、今年度に大きな成果が見込まれています。

今後は3基盤分野が密に連携することにより、この連携

分野が大きく発展することを確信しております。

　なお、この後に記載されている業績は2012年度分

ですので、上述の理由により高機能代替支持組織開発

医学分野（連携分野）および運動機能再建医学分野（基盤

分野）の業績であることを申し添えます。

（文責：スポーツ医学分野教授　安田　和則）

基盤分野 整形外科学分野

基盤分野 スポーツ医学分野

基盤分野 腫瘍病理学分野

連携分野 高分子材料科学・再生医学分野

再生医学・組織工学部門
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　解剖発生学分野では、以下の研究を行った。①小脳

プルキンエ細胞の軸索初節には、これを取囲む特殊な

バスケット細胞の軸索複合体（パンソー構造）があり、

それが活動電位の発生に対してGABAを用いた化学的

抑制を行っているのか、電気的抑制をかけているのか

不明であった。そこでGABAの合成、放出、伝達に関

わる分子発現を検討した結果、パンソー構造は化学的

抑制を行うための分子基盤を持たないことが判明した。

②GABAによる抑制性シナプス伝達に関わる細胞内塩

素イオン排出性輸送体KCC2の発現を検討し、この分

子は小脳ニューロンの細胞体と樹状突起に選択的に発

現し、特に発達期の登上線維シナプスの成熟に伴って

発現増強が起こることを見出した。③不快情動生成に

関わる分界条床核から快情動生成に関わる腹側被蓋野

との間の投射系を解析した。この投射系のほとんどは

GABA作動性であり、腹側被蓋野のGABA作動性ニ

ューロンを標的として投射していることが明らかとな

った。つまり、腹側被蓋野は脱抑制性投射を介して、

腹側被蓋野からのドーパミン放出を促進し、快情動の

生成を正に制御している可能性を示唆する。上記以外

にも、④発達期に体性感覚経路におけるNMDA受容体

発現による体性感覚マップ形成制御、⑤小脳ルガロ細

胞の形態学的解析、⑥黒質線条体投射系の解剖学的解

析、⑦グルタミン酸受容体GluD1の発現とシナプス形

成機構の研究なども推進している。

　神経薬理学分野では、衝動性

の神経基盤と治療薬の探索を行

ってきた。これまでに内側前頭前

野腹側部が衝動性制御に重要な

脳部位であることを見出し、抗う

つ薬の1つであるミルナシプラン

が衝動性を抑制することを動物

実験によって明らかにした。すな

わち、げっ歯類を用いた衝動的行動（自己制御能力の欠

如）を評価する方法として、3-選択反応時間課題を開発

し、ミルナシプラン（セロトニン-ノルアドレナリン再取

り込み阻害薬）が衝動的行動を抑制することを明らかに

した。これらの知見は以下に示す論文として発表した。

（Tsutsui-Kimura et al., Behav Pharmacol., 2009）

（Tsutsui-Kimura et al., Psychopharmacology, 

2013）。また、不安、恐怖の神経基盤と治療薬探索を

行ってきた。これまでにセロトニン神経の起始核から

海馬や扁桃体への神経連絡が不安や恐怖に重要である

ことを見出した。さらに、背側縫線核に発現するセロ

トニン（5-HT）とGABA合成酵素（GAD67）の両方を含

有している神経細胞（5-HT/GAD67ニューロン）は、離

乳期に一過性に出現することが明らかになり、5-HT/

GAD67ニューロンは、5-HTのみを含有するニューロ

ン（5-HTニューロン）よりも活動電位を生じる頻度が低

いこと、合成したGABAを一般的なシナプス伝達には

利用せず、GABAトランスポーター1（GAT1）によっ

てGABA遊離や取り込みを調節することで、ニューロ

ンの過剰興奮やそれに伴う障害を抑制している可能性

を示唆した。

　さらに、5-HTニューロンは身体に危害が及ぶ危険や

恐怖に対する重度のストレスに反応しやすいのに対し、

5-HT/GAD67ニューロンは、新奇環境から受ける軽度

の不安ストレスに反応しやすいことを明らかにした。

これらの知見は、以下に示す論文として発表した。

（Shikanai et al., J Neurosci. 2012）。

基盤分野 解剖発生学分野

協　　力 脳科学研究教育センター

基盤分野 神経薬理学分野

脳科学部門

衝動的行動の神経基盤 不安・恐怖の神経回路
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　時間医学講座は、最先端の計測機器や研究技術を駆

使して、睡眠覚醒や摂食のリズムなどを作り出す脳の

時計機構の研究を通じて、生活習慣病をはじめとする

疾病予防、時間治療などに資することを目的とし、特に、

1）生物時計機能の変動をナノテクノロジー、発光・蛍

光イメージング等の先端技術を駆使して測定解析し、

時間医学の基礎研究を推進する、2）ヒト生物時計機能

の測定解析を行い、分子・細胞レベルでの個体特性を検

討すると共に時間医療・時間薬理への応用を図る、とい

う2課題について研究を進めている。

　平成24年度は、分子・細胞レベルの生物時計研究で

は、発光プローブを用いた時計遺伝子発現モニタリン

グ、蛍光センサーを用いたCa2＋リズム、マルチ電極

アレイを用いた膜電位の同時計測システムを構築し、

分子レベルから細胞機能までを一細胞レベルで計測し

（図1）、ほ乳類の中枢時計視交叉上核の振動ネットワ

ークの部位差や発達に伴う変化を明らかにした。また、

共培養により、新生児視交叉上核が分泌する液性因子

が遺伝子欠損によるリズム同期障害を克服することを

明らかにした（図2）。さらに、光ファイバーを用いた

in vivo計測系により、位相の異なる3遺伝子の発現リ

ズムを覚醒動物において明らかにした。我々が発見し、

研究をすすめてきたヒト睡眠覚醒リズム障害の唯一の

動物モデルであるメタンフェタミン誘導性外概日振動

に関しては、時計遺伝子Per2のレポーターラットを

用い、行動リズムと脳内各部位のPer2リズムを測定

し、その中枢機構がメタンフェタミン摂取により再構

築されるドパミン系の複数の脳部位が関与する複合振

動機構あることを明らかにした（図3）。

　一方、ヒト生物時計研究では、国内唯一の居住型時

間隔離実験室を用い、時刻の手がかりを排除した状態

で、適切な位相での運動による時差ぼけや交替勤務に

伴うリズム調節法の開発を行った。平成24年度は、メ

ラトニンリズムと睡眠覚醒リズムに対する高照度光と

運動の組み合わせによる時差症候の早期解消法の開発

を行った。

連携分野 時間医学講座

図1  時計遺伝子Per1発現と細胞内カルシウムの同時計測
 Ca2＋レベルリズムが、Per1-GFP発現リズムに数時間先行する。V：第3脳室
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図2：  共培養によるリズム回復
  A．リズムが消失した成獣のCRY欠損視交叉上核に生後1、7、14日（P1、P7、P14）の野生型

視交叉上核を共培養すると、P7まではリズムが回復する。B．共培養中の組織写真（発光は
CRY欠損PER2：：LUC.）

図3： ほ乳類の行動リズムを駆動する階層性振動体の模式図
  メタンフェタミン投与により脳内ドパミン系の複数の

概日振動体が再組織化して複合振動体（MAO）が形成
され、行動リズムを駆動する。MAOは視交叉上核

（SCN）の中枢振動体の影響も受ける。
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　ハンタウイルスはブニヤウイルス科に分類される

RNAウイルスで、腎症候性出血熱（hemorrhagic 

fever with renal syndrome：以下HFRS）とハンタ

ウ イ ル ス 肺 症 候 群（hantavirus pulmonary syn-

drome：以下HPS）の原因ウイルスである。いずれの

疾患も、不顕性に持続感染しているげっ歯類を自然宿

主とする、げっ歯類媒介性人獣共通感染症の代表であ

る。ウイルス種（血清型と遺伝子型）毎に特定の種類の

げっ歯類が自然宿主となり、宿主げっ歯類の生息地域

に一致して流行が起きる。感染症法では全数届出が必

要な四類感染症に分類されている。わが国にとっては

輸入感染症として重要で、迅速かつ簡便な診断法の開

発が望まれている。

　HFRSの原因ウイルスはハンタウイルス核蛋白

（NP蛋白）の抗原性から、アジア型とヨーロッパ型ハ

ンタウイルスに分けることが出来る。一方、HPS原

因ウイルスは南北アメリカ（新世界）型ハンタウイルス

と呼ばれるが、それらはNP蛋白の抗原性が互いに近

縁であることが知られている。このため、HFRSと

HPSウイルス感染を血清学的に広くスクリーニング

するためには、アジア型、ヨーロッパ型および南北ア

メリカ型ウイルスのそれぞれから一種類、合計三種類

のNP抗原を診断用抗原として用いてスクリーニング

することが必要になる。また、HFRSとHPSについ

ては輸入感染症の事例が報告され、HFRSとHPSの

迅速な鑑別診断が必要である。

　我々はアジア型、ヨーロッパ型および南北アメリカ

型ハンタウイルスの代表として、Hantaan virus、

Puumala virus、およびAndes virusを選択し、そ

れぞれのNP抗原を大腸菌発現組換蛋白として調整

し、イムノクロマト法（ICG法）に応用した。図1にイ

ムノクロマト法の原理を示した。

基盤分野 病原微生物学分野

基盤分野 小児科学分野

人獣共通感染症診断・治療部門

協　　力 獣医学研究科環境獣医科学講座公衆衛生学教室

　これら3種類の型のハンタウイルス抗原を、A）そ

れぞれ単一抗原を担体に塗布したイムノクロマト

（Single antigen ICG）（図2-A）、B）三種の抗原をそ

れぞれ別の線として塗布したイムノクロマト（Three-

line antigen ICG）（図2-B）および、C）三種の抗原を

混合してそれを一本の線上に塗抹したイムノクロマト

（Mixed-line antigen ICG）（図2-C）を作成し、有用

性を検討した。

図1　イムノクロマト法（ICG法）の原理
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　3種類の血清型のウイルスに感染した患者血清、す

なわち、アジア型ハンタウイルス感染患者（HFRS 

patient）、ヨーロッパ型ハンタウイルス感染患者（NE 

patient）および南北アメリカ型ハンタウイルス感染

患者（HPS patient）由来血清を標準として反応性を

検討した。図3に示す様に、Single antigen ICGで

はHFRS strip（図3　A-1）、NE strip（図3　A-2）

およびHPS strip（図3　A-3）でそれぞれホモの組み

合わせの患者血清と明瞭なバンドを形成した。また、

3種類の抗原を塗布したThree-line antigen ICGで

は、それぞれホモの組み合わせの患者血清と明瞭なバ

ンドを形成した。NE型とHPS型ハンタウイルスは

抗原性が一部交差することから、ヘテロの抗原に対し

てもバンドの形成が認められるが、ホモの組み合わせ

でのバンドに比べて明らかに弱い反応で、容易に鑑別

が可能であった。また、Mixed-line ICGでは全ての

患者血清に対して明瞭なバンドを形成した。多数の患

者血清を用いた解析でも、これら3種類のICGテス

トは、ELISA法と同等もしくは高い感度と特異性を

示した。

　以上の成績から、本ICG法は全ての血清型のハン

タウイルス感染を血清学的に鑑別スクリーニングする

ことが出来る簡便かつ高特異的な診断法と考えられ、

輸入感染症対策として有用かつ重要な方法である。

図2　三種類のICG法ストリップの概略

図3　ICG法の標準血清に対する反応性
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　平成23年度から始まったNEDOプロジェクト「が

ん超早期診断・治療機器の総合研究開発」（平成22～

26年）により、東京大学等と開発中であった小型ロボ

ット型リニアックが、ほぼ国際標準をクリアする装置

になりつつある。これに取り付けた2台のX線透視装

置を利用して、吸期と呼期の2か所での待ち伏せ式の

動体追跡放射線治療を可能とした。

　橋渡し研究支援推進プログラム「オール北海道先進

医学・医療拠点形成」の一シーズとして、北海道臨床開

発機構（HTR）の支援を受け、スーパー特区の利点も

利用し、①各社の医療用X線治療装置に連結可能な汎

用型動体追跡装置を島津製作所が製作し薬事法承認申

請を行い、2013年7月より上市し、②画像誘導放射

線治療用の体内刺入用金マーカーを前立腺・肝臓用と

してメデイキット社が薬事承認を得て上市した。

　最先端研究開発支援プログラム「持続的発展を見据

えた『分子追跡放射線治療装置』の開発」では、スポッ

トスキャン陽子線治療装置と動体追跡装置の融合を実

現した、世界初の「分子追跡陽子線治療装置」が稼働を

開始し、日立製作所と共同で試運転およびビーム性能

試験が行われている（図2）。臨床利用開始に向けた薬

事申請が完了し、照射シミュレーションシステム及び

治療情報システムの構築、臨床プロトコルの作成が進

められている（図1）。

　橋渡し研究支援推進プログラム「オール北海道先進

医学・医療拠点形成」では、「分子追跡陽子線治療装置」

の先進医療申請とコーンビームCT（CBCT）拡張機

能及び短飛程用治療器具に関する来年度の薬事申請を

目指している。本年度は、日立製作所と共同で短飛程

用治療器具のシミュレーションに基づく詳細設計を行

い、これをベースに、コーンビームCT（CBCT）及

び短飛程用治療器具の薬事申請に向けた非臨床POC

試験の準備を進めた。

基盤分野 放射線医学分野

連携分野 医学物理工学分野

医学物理学部門

図2  北海道大学病院陽子線治療センターに設置された日立製作所と
の共同開発による世界初の「動体追跡陽子線治療装置」。

図1  汎用型動体追跡装置SyncTraX（島津製作所）を完成し、
バリアン社のリニアックを用いた迎撃照射を可能とした。
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　本研究部門では、将来的に癌の診断や治療に資する

分子生物学的知見を得ることを目標とし、様々な光イ

メージング技術を用いて癌研究を行っている。分子生

物学分野では、乳癌細胞に浸潤性をもたらす分子メカ

ニズムとして独自に見出してきたGEP100-Arf6-

AMAP1-PRKD2経路を研究の主軸として解析を進め

ている。この経路は小胞輸送の制御に関与し、細胞の

形態変化や運動性と密接に関与するインテグリンやカ

ドヘリンなどの細胞内動態を変化させることによっ

て、癌細胞の上皮間葉転換や浸潤・転移に寄与するこ

と を 明 ら か に し て き た。GEP100-Arf6-AMAP1-

PRKD2経路の蛋白質や関連因子をGFPなどの蛍光

蛋白質との融合蛋白質として細胞内に発現させ、様々

な条件においてライブイメージングを行うことで、浸

潤性獲得の分子基盤がより明確になりつつある。また、

このような細胞内分子動態の変化が組織や個体のレベ

ルにおける細胞の動態にどのように反映されるか明ら

かにするため、乳腺組織再構築系や乳腺組織培養、乳

癌マウスモデルを用いた光イメージング系の確立を進

めている（図1）。近赤外光イメージングを応用した細

胞表面受容体の輸送を定量化する技術については既に

確立しており、2012年度に報告している（J Cell 

Biol. 2012; 197(7): 983-996）。

　さらに現在、放射線医学分野および分子追跡医学分

野との連携を通じ、癌細胞の放射線耐性に関わる分子

基盤の解析を新たに展開させている。レシオメトリッ

ク蛍光やFRETなどに基づく様々な蛍光蛋白質プロー

ブを導入し、放射線照射によって癌細胞に生じる様々

な障害や細胞死の過程について、ライブイメージング

による解析を行っている（図1）。並行して「光操作技

術」を用いた分子メカニズムの裏付けも進めており、

上記の組織・個体レベルの実験系とも連携しながら研

究を進めている。

基盤分野 分子生物学分野

光バイオイメージング部門

図1　培養細胞および組織・個体レベルの光バイオイメージング
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　分子・細胞レベルでの遺伝子発現、蛋白発現での経

時的発現、神経伝達・受容体機能などを時間、空間的

に映像化し、その応用を目指し研究を進めている。生

理学的条件下である自由行動している小動物の遺伝子

発現、蛋白質発現の可視化および定量化は、細胞の遺

伝子発現から組織の活動性、そしてそれらの表現系で

ある個体レベルでの行動活動をリアルタイムで連結

し、遺伝子発現と行動、各組織の活動性、疾患発症機

構および治療法解明との関係を明らかにすることを可

能にする。本研究では世界でまだ行われていない自由

行動条件下で体全体の遺伝子発現、蛋白質発現を可視

化し、定量化する装置および技術の開発、そして疾患

発症機構解明およびその治療法への応用研究を行って

いる。自由行動条件下での体全体の遺伝子発現および

蛋白質発現の装置および技術の開発には、現在、臨床

がんの放射線治療で用いられているreal time-gene 

expression tracing（RTGT）の技術を応用すること

で、世界初の遺伝子発現追跡定量装置の開発中である。

がん組織の近傍に取り付ける金マーカーの代わりに発

光体（発光マーカー）を用いて、目的組織の遺伝子発現

を長期間、追跡そして発現量を定量することに成功し

ている（図1）。遺伝子発現の可視化はルシフェラーゼ

発光を利用している。RTRTの追跡技術に、今回我々

が開発した動体追跡発光量定量プログラムを融合する

ことで、自由に動いている生体の遺伝子発現量を発光

量で定量する今までに全くなかった遺伝子発現定量法

を確立した。この方法で複数部位の遺伝子発現を同時

に長期間定量することが可能である。さらにこの技術

を用いることで薬物の生体に対する効果を長期間安定

して調べることが可能となった。

　自由行動下の小動物の生体深部の遺伝子発現および

蛋白質発現の定量化のため、PMTを用いた技術を開

発中である。動体追跡技術による遺伝子発現の可視化

とPMTを用いた技術を融合することで体全体の遺伝

子発現、蛋白質発現をより詳細に調べることが可能に

なる。

基盤分野 放射線医学分野

連携分野 分子追跡医学分野

図1  発光画像と三次元動体追跡撮像プログラム
A： 測定飼育暗箱内を自由に行動しているPer1-lucトランスジェニックマウス頭部および皮膚の発光量を2台のカメラにて撮像（1台のカ

メラの撮像）皮膚の測定部位は、それを取り囲み発光マーカー（1-3）で、嗅球は、左右の耳と嗅球を取り囲む3つの発光マーカー（図
中4で表示）により、三次元空間内の位置と頭部仰角を算出し、発光量を補正する。左上に位置と発光の測定値が出力されている。B：
三次元動体追跡法により、測定用飼育暗箱内で自由に行動中のマウス嗅球の位置を追跡した軌跡を示す。1時間毎に10分間、2台の
高感度EM-CCDカメラにてマウス全身の発光をイメージングした。48-72時間繰り返し撮影し、図は2：00amから10分間の嗅球の
位置を示すと共にマウスの行動パターンが算出できる。

協　　力 先端生命科学研究院細胞ダイナミクス科学分野
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基盤分野：臨床統計学分野

　臨床統計学分野は、2007年より開始された文部科

学省の橋渡し研究支援事業で設置された北海道臨床開

発機構における生物統計学的支援を担った。北海道臨

床開発機構は、医師主導治験を複数支援しており、レ

ギュラトリーサイエンスに基づいた支援が求められ

た。

　文部科学省科学研究費補助金若手研究（B）として

「臨床試験関連業種における統計的品質管理手法の導

入に関する研究」を行った（平成22～24年度）。工業

の分野で発展した統計的品質管理は、近年、製造のみ

ならず、サービス業における業務プロセスの改善にま

で応用されている。研究開始当時、製薬関連業界にお

いて応用は未だ限定的であったが、産官学が参加する

Drug Information Associationの年会でも継続的に

セッションが組まれる等、啓発活動面で成果があった。

　共同研究「新規放射性医薬品の開発戦略に関する研

究」においては、放射性医薬品という特殊性を有する

医薬品の臨床開発において治験プロトコールの生物統

計学的側面について日本メジフィジックス社と共同研

究を行った。

　レギュラトリーサイエンスに関する社会活動とし

て、PMDAの外部専門委員をしており、新規医薬品

の臨床試験データについて、生物統計学の専門家とし

てコメントを行った。実績としては対面協議4件、書

面協議7件の計11件である。

基盤分野：先進医療マネジメント分野

　本分野は、文部科学省「橋渡し研究加速ネットワー

クプログラム」（以下、橋渡し研究事業）、厚生労働省「臨

床研究中核病院整備事業」（以下、中核病院事業）と連

動し、活動を行っている。

　橋渡し研究事業では、北海道大学の学内共同研究施

設「探索医療教育研究センター」（以下、CTR）と共同

し、北海道大学内の研究シーズの実用化、そのための

臨床試験の実施に向けた取り組みを行っている。特に、

白𡈽教授の動態追跡陽子線治療、玉木教授のメチオニ

ンPET合成装置、寳金教授の脳梗塞の再生医療につ

いては、臨床統計学分野、評価科学分野と連携して、

医薬品医療機器総合機構（以下、PMDA）の薬事戦略

相談への対応を精力的に行っている。このほかにも、

CTRと共同で、学内の研究シーズの知財獲得に向け

た研究マネジメントについての支援や助言を行った。

　中核病院事業では、信頼性の高い臨床試験を実施す

るためのデータマネジメント、モニタリング、IT技術

の活用等の分野において、手順書の整備や人材育成な

どを行った。また、再生医療に不可欠な細胞プロセッ

シング施設について、北海道大学病院の拡張工事に合

わせて、医薬品製造基準（GMP）に合致した設計や運

用についての検討を行った。具体的な研究テーマでは、

循環器内科・筒井教授の心不全の細胞治療、消化器内

科・大西助教の卵膜由来間葉系幹細胞を用いたクロー

ン病の治療における、PMDA薬事戦略相談を行った。

また、難治性疾患の治療法開発を目指し、小児科・白

石助教のミトコンドリア脂肪酸代謝異常症、小児科・

井口助教の小児難治性白血病の治療法開発、第二内科・

西尾助教の多発性嚢胞腎患者の巨大嚢胞の治療法開

発、腫瘍内科・秋田教授のHer2陽性悪性腫瘍に対す

る個別化治療の開発につき、PMDA相談を行ってい

る。これらは、既存の医薬品・医療機器の適応拡大に

より、新規治療法の開発を目指している。さらに、神

経内科・佐々木教授の難治性神経疾患のレジストリー

構築事業にも支援を行っている。

基盤分野 臨床統計学分野

基盤分野 先進医療マネジメント学分野

連携分野 評価科学分野

レギュラトリーサイエンス部門
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連携分野：評価科学分野

　評価科学分野は平成24年に新設された分野であり、

臨床統計分野及び先端医療マネジメント分野と連携し

て活動を行っている。

　評価科学、すなわちレギュラトリーサイエンスは、

1987年に国立衛生試験所の内山充副所長（当時）によ

り提唱され、平成23年8月9日に閣議決定された第4

次科学技術基本計画においては「科学技術の成果を人

と社会に役立てることを目的に、根拠に基づき的確な

予測、評価、判断を行い、科学技術の成果を人と社会

との調和の上で最も望ましい姿に調整するための科

学」と定義されている。当分野では、レギュラトリー

サイエンスを、医薬品及び医療機器の品質・有効性・安

全性を評価するための、適切な根拠や考え方を提示す

るための科学ととらえ、大学発のシーズを臨床応用に

つなげ医療イノベーションを推進するために、レギュ

ラトリーサイエンスをアカデミアに根付かせることを

目的としている。その一環として、探索医療教育研究

センター及び高度先進医療支援センターが実施してい

る各種シーズの実用化、特に臨床試験の実施に向けた

取り組みに対し、レギュラトリーサイエンスの観点か

ら助言を行っている。

　また、評価科学研究の側面から、バイオ後続品及び

ナノ医薬品の承認申請データパッケージを網羅的に解

析し、これらの医薬品の品質・有効性・安全性を評価す

るためにどのような検討が必要か明らかにするととも

に、当該医薬品についての既存の指針やリフレクショ

ンペーパー（案）の問題点を抽出した。今後開発が進

むと思われる核酸医薬品に関しては、文献報告をベー

スに品質及び安全性の評価や規制がどうあるべきか検

討した。
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連携研究センターを運営する3つの主たる研究プロジェクトの概要

　本プロジェクトでは、患者さんの生活の質を最優先したタンパク修飾技術を用いた次世代の創薬と、光

計測技術を用いた個別化医療との融合を具体的な出口とし、そのための実践的研究と人材育成のための拠

点を形成する。このプロジェクトは、北海道大学内に未来創薬拠点と未来医療拠点を設け、それぞれ塩野

義製薬と日立製作所が協働機関として参加しスタートした。医療側では、光技術やPETを中心とした次世

代分子計測イメージングシステムを開発し、発症前診断、機能遺伝子・再生医療、分子標的・追跡治療など

の先端医療に応用して、患者にやさしい非侵襲的医療の研究開発を推進している。また創薬・医療技術を融

合する横断的研究では、小動物やヒトの生きたままでの薬物動態の定量的解析を行い、迅速で正確な創薬

方法の新たな世界標準化を目指している。また新しい機能画像診断やバイオマーカーの探索により、治療

効果の早期かつ客観的判定法の開発・実用化も進めている。他方、このような産学連携を通して、イノベー

ションを指向した未来創薬・未来医療の先端融合領域を担う人材育成を進めている。

　平成18年にスタートした全国9つのイノベーション拠点のうち、本プロジェクトは厳しい審査の結果、

継続課題として上位4拠点に選出され、次年度には7年目の中間評価を受ける準備を整えている。4年目か

らはアレイ化技術を有する住友ベークライト、RI標識技術と放射性医薬品の実用化力を有する日本メジフ

ィジックス、放射線治療技術を有する三菱重工を新たに協働機関として加えている。これにより技術移転・

実用化を強化し、①標的分子探索の加速と早期の実用化、②創薬プロセスの短縮とRIプローブの実用化、

③高精細機能画像に基づく高精度放射線治療装置の開発・実用化を促進する。これらにより、国際的拠点と

しての成長につなげ、新たなグローバルスタンダードを創出できる研究拠点へと発展させる。

＊未来創薬・医療イノベーション拠点形成ホームページ

　http://www.cris.hokudai.ac.jp/cris/innovahome/

　連携研究センターには、札幌医科大学、北海道大学、旭川医科大学の進める橋渡し研究支援推進プログ

ラム「オール北海道先進医学・医療拠点形成」の共通経費にて、橋渡し研究支援組織である北海道臨床開発機

構（HTR）の事務局が置かれ、トランスレーショナル・リサーチ支援の知識を有する専任職員が常駐してい

る。北海道3医育大学の基礎研究シーズを臨床の現場に繋げる拠点形成をしている。臨床開発企画・管理、

渉外・広報、安全性・品質管理、知財・連携担当からなるTR推進部と、試験計画、薬事行政・申請、生物統計、

データマネージメント担当からなる治験管理部からなる。そして各大学病院を中心とした北海道医療機関

のネットワークを活用するべく発足したHTRネットワークを300を超える北海道内の医療機関に広げつつ

あり、独自のウエブ会議利用システムや統計解析支援やデータセンター機能を活用した臨床試験の支援を

しつつある。新規人工手関節の開発などの医師主導治験を完了し、今まで困難と言われてきた大学の研究

者の橋渡し研究を数多く手がけている。また、札幌医大、旭川医大、道外施設の新たなシーズの支援も始

まり、医療機器・再生医療・がん免疫治療に、成果が出始めている。

＊北海道臨床開発機構ホームページ：http://htr.ctr.hokudai.ac.jp/

橋渡し研究支援推進プログラム

未来創薬・医療イノベーション拠点形成
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　2010年3月、内閣府に設置されている総合科学技術会議において、大型国家プロジェクトである「最先

端研究開発支援プログラム（以下最先端プログラム）」の「中心研究者及び研究課題」が最終的に決定された。

このプログラムは、全国から応募があった中から日本の科学技術の将来を担う30件を決定したもので、北

海道大学医学研究科白𡈽博樹教授を中心研究者とし、京都大学医学研究科平岡真寛教授を共同提案者とし

た「持続的発展を見据えた分子追跡放射線治療装置の開発」が採択された。最先端プログラムでは、北海道

大学（以下北大）が㈱日立製作所（以下日立）と共同で「分子追跡陽子線治療装置」を開発し、京都大学が三菱

重工㈱と共同で「分子追尾X線治療装置」を開発して、連携して次世代の放射線治療システムの構築を進め

ている。

　最先端プログラムでは、北大がX線治療で培った「動体追跡技術」と、日立が初めて臨床に応用した「スポ

ットスキャニング型陽子線照射技術」を組み合わせ、呼吸などで動く体内の腫瘍に対しても正確に照射でき

る世界初の「分子追跡陽子線治療装置」を完成させることを目標にしている。陽子線はX線よりも線量分布

の集中性に優れるため、上記の技術の組み合わせにより、治療効果が最大限引き出され、正常組織への無

駄な照射量は大幅に削減されて、治癒率と安全性が共に格段に向上すると予想している。

　プロジェクトのスタートから4年8カ月余りが経過し、2014年3月の治療開始を目指し、新しい陽子線

治療へのチャレンジが着々と進んでいる。建屋の最適な遮蔽設計により、敷地面積を1000m2以下として

北大病院既存敷地内（旧駐車場）に北大病院陽子線治療センターが完成した。装置の小型化、動体追跡＋ス

ポットスキャニング＋コーンビームCTなど、世界初の技術が詰め込まれ、現在、試運転の真っ最中である。

本プロジェクトの目的やより詳細な進捗状況については、最先端研究開発支援プログラム「持続的発展を見

据えた『分子追跡放射線治療装置』の開発」のホームページ＊にご紹介されている。

＊プロジェクトホームページ：http://rtpbt.med.hokudai.ac.jp

最先端研究開発支援プログラム
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再生医療・組織工学部門

脳科学部門
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協力
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協力
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核医学分野

放射線生物学分野（協力分野）
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放射線医学分野

放射線生物医工学分野

運動機能再建医学分野

高機能代替支持組織開発医学分野

解剖発生学分野

神経薬理学分野

時間医学講座

脳科学研究教育センター

病原微生物学分野

小児科学分野
獣医学研究科環境獣医科学講座
公衆衛生学教室

放射線医学分野

医学物理工学分野

分子生物学分野

放射線医学分野

分子追跡医学分野

先端光イメージング研究拠点

先端生命科学研究院先端細胞機能科学分野

臨床統計学分野

先進医療マネジメント学分野（協力分野）

評価科学分野
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久下　裕司

趙　松吉

白𡈽　博樹

西岡　健

Khin・Khin・Tha
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渡辺　雅彦
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有川　二郎

有賀　正

苅和　宏明
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石川　正純
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伊藤　陽一

佐藤　典宏

荒戸　照世（平成24年10月～）

志賀　哲

久保　直樹

鷲野　弘明

鬼丸　力也

清水　伸一

南　璡旼

近藤　英司

仙葉　愼吾（平成24年9月～）

山崎　美和子
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榎木　亮介（兼）

森松　組子

田島　敏広

髙尾　聖心
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松浦　妙子
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鈴木　陽子（～平成25年3月）
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馮　飛
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安田　耕一（平成24年9月～）

今野　幸太郎
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小野寺　康仁

榎木　亮介

初谷　紀幸（～平成25年2月）
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平成 24 年度　研究セミナー

○連携研究センター全体

第7回　北海道大学医学研究科
連携研究センターシンポジウム
̶基盤研究の成果を臨床研究へ̶

日時　平成24年11月9日（金）13：30～17：00

場所　北海道大学医学部学友会館「フラテ」ホール

札幌市北区北15条西7丁目

プログラム 
1．13：30～13：40　開会の辞 白𡈽　博樹　副研究科長

2．13：40～15：50　各部門報告
（1）分子・細胞イメージング部門：13：40～14：00 座長　教　授　趙　　松吉

「FLTを用いた腎細胞癌移植マウスにおける分子標的治療薬・Sorafenibの治療反応評価」
 客員研究員　村上　正紘

（2）脳科学部門：14：00～14：20 座長　教　授　渡辺　雅彦
「線条体ドパミンシナプスの分子形態学的解析」 助　教　内ヶ島基政

（3）人獣共通感染症診断・治療学部門：14：20～14：40 座長　教　授　有川　二郎
「げっ歯類媒介性人獣共通感染症の診断」 准教授　森松　組子

（4）医学物理学部門：14：40～15：00 座長　教　授　白𡈽　博樹
「動体追跡陽子線治療システムの開発」 助　教　高尾　聖心

― 休憩（20分間） ―

（5）光バイオイメージング部門：15：20～15：40 座長　教　授　佐邊　壽孝
「癌浸潤におけるインテグリン活性化機構の解明と医療への応用」 助　教　小野寺康仁

（6）レギュラトリーサイエンス部門：15：40～16：00 座長　准教授　稲毛富士郎
「レギュラトリーサイエンス研究の実践に向けて」 教　授　荒戸　照世

3．16：00～17：00　特別講演 座長　教　授　佐邊　壽孝
「イメージング質量分析の最近の進展」

浜松医科大学　分子イメージング先端研究センター　教　授　瀬藤　光利

4．17：00　閉会の辞 白𡈽　博樹　副研究科長
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○未来創薬・医療イノベーション拠点形成
未来創薬・医療イノベーションセミナー（北海道大学内）

1 第15回未来創薬・医療イノベーションセミナー
創薬部門の新しい取り組み 平成24年5月8日

2 第56回未来医療イノベーションセミナー
低酸素に関する最近の話題 平成24年4月11日

3 第61回未来医療イノベーションセミナー
分子イメージング要素技術を用いた発展的研究開発 平成24年6月5日

4 第16回未来創薬・医療イノベーションセミナー
がんイノベーション研究～最近の研究成果から～ 平成24年7月31日

5 未来医療イノベーション特別セミナー
Carotid vulnerable plaque imaging and its use in risk assessment and treatment planning 平成24年8月9日

6 第10回未来創薬・医療イノベーション拠点形成国際シンポジウム
未来創薬・医療イノベーション拠点形成　～これまでの成果と今後の方針～Frontiers of Interdisciplinary Research in Medicine 平成24年10月2～3日

7 第17回未来創薬・医療イノベーションセミナー
未来創薬・医療イノベーション事業における糖シグナル関連開発 平成24年9月12日

8 第71回未来医療イノベーションセミナー
分子イメージング　―創薬・先端医療への展開― 平成24年11月7日

9 第72回未来医療イノベーションセミナー
分子イメージング　―創薬・先端医療への展開― 平成24年11月14日

10 第74回未来医療イノベーションセミナー
分子イメージング　―創薬・先端医療への展開― 平成24年12月5日

11 第19回未来創薬・医療イノベーションセミナー
未来創薬・医療イノベーション事業における感染症治療薬開発 平成25年1月16日

12 第77回未来医療イノベーションセミナー
分子イメージング　―創薬・先端医療への展開― 平成25年2月13日

○その他
分子・細胞イメージング部門
核医学分野・応用分子画像科学分野・トレーサー情報分析学分野
核医学特別セミナー

1
第26回核医学特別セミナー
Recent lessons about tracer kinetic modeling with dynamic cardiac PET for vascular function measurements: ―Things 
are not as simple as they seem―

平成24年10月15日

2 第27回核医学特別セミナー
新しい核医学分子イメージングプローブの開発を目指して 平成25年2月22日

3 第28回核医学特別セミナー・第3回愛媛大学ー北大合同企画 平成25年3月4日
機能画像診断セミナー

1 第55回機能画像診断セミナー
神経内分泌腫瘍に対するMIBG内照射療法 平成24年5月14日

2 第56回機能画像診断セミナー
C-11　メチオニンPETの有用性について 平成24年7月9日

3 第57回機能画像診断セミナー
腫瘍FDG-PET検査の役割―肺癌を中心に― 平成24年9月10日

4 第58回機能画像診断セミナー
がんの分子標的・放射線治療の効果予測に役立つPETイメージング～小動物用PET/CTを中心に～ 平成24年11月12日

5 第59回機能画像診断セミナー
放射性薬剤合成の基礎 平成25年1月21日

6 第60回機能画像診断セミナー
11C-酢酸PETによる心筋血流測定および肺高血圧症の推定 平成25年3月11日

脳科学部門
解剖発生学分野

1 第18回グリアクラブ ヒルトンニセコビレッジ 平成25年3月18～20日

時間医学講座

1 International Sympoisum and Workshop on Frontiers in Sleep and Biological Rhythms 
Research トルコ 平成24年4月30～5月2日

2 第3回時間医学セミナー 札幌 平成24年7月17日
3 Aschoff and Honma Prize for Biological Rhythm Research winner lecture 札幌 平成25年9月14日
4 第19回日本時間生物学会学術大会 札幌 平成24年9月15～16日
5 4th International Symposium on Photonic Bioimaging 札幌 平成24年9月16～17日
6 第4回時間医学セミナー 札幌 平成24年11月14日
7 日本学術会議基礎医学委員会公開シンポジウム「先端的インビボサイエンス研究の推進」 札幌 平成24年11月19日
8 Turkey/Japan Sleep Forum, Antalya 札幌 平成24年12月12日
9 先端的光イメージング拠点形成プログラムクロージングシンポジウム 札幌 平成25年3月18日

医学部物理学部門
1 最先端研究開発支援セミナー 札幌 平成24年7月24日
2 第3回分子追跡放射線治療国際会議 札幌 平成25年2月7～8日
3 第8回最先端研究開発支援セミナー 札幌 平成25年3月19日

レギュラトリーサイエンス部門
先進医療マネジメント学分野

1 第一回　臨床研究中核病院事業シンポジウム 札幌 平成24年11月7日
2 臨床研究セミナー 札幌 平成24年11月14日

臨床統計学分野
1 SAS統計手法研究部会ユーザー会 札幌 平成24年6月7日
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平成 24 年度　研究業績

分子・細胞イメージング部門

●核医学分野
●放射線生物学分野
●トレーサー情報分析学分野
	
英文原著論文

（１）	Yabe	I,	Tsuji-Akimoto	S,	Shiga	T,	Hamada	S,	Hirata	K,	Otsuki	M,	
Kuge	Y,	Tamaki	N,	Sasaki	H.	Writing	errors	in	ALS	related	to	loss	
of	neuronal	 integrity	 in	the	anterior	cingulate	gyrus.	J	Neurol	Sci.	
315,	55-59	(2012)

（２）	Osanai	T,	Kuroda	S,	Sugiyama	T,	Kawabori	M,	Ito	M,	Shichinohe	H,	
Kuge	Y,	Houkin	K,	Tamaki	N,	Iwasaki	Y.	Therapeutic	effects	of	in-
tra-arterial	delivery	of	bone	marrow	stromal	 cells	 in	 traumatic	
brain	 injury	of	rats	 -	 In	vivo	cell	 tracking	study	by	near	 infrared	
fluorescence	imaging.	Neurosurgery.	70,	435-444	(2012)

（３）	Yimin,	Furumaki	H,	Matsuoka	S,	Sakurai	T,	Kohanawa	M,	Zhao	S,	
Kuge	Y,	Tamaki	N,	Chiba	H.	A	novel	murine	model	for	non-alcohol-
ic	steatohepatitis	developed	by	combination	of	a	high-fat	diet	and	
oxidized	low-density	lipoprotein.	Lab	Invest.	92,	265-281	(2012)

（４）	Watanabe	A,	Nishijima	K,	Zhao	S,	Tanaka	Y,	Itoh	T,	Takemoto	H,	
Tamaki	N,	Kuge	Y.	Effect	of	glycosylation	on	biodistribution	of	ra-
diolabeled	glucagon-like	peptide	1.	Ann	Nucl	Med.	26,	184-191	(2012)

（５）	Kawabori	M,	Kuroda	S,	Sugiyama	T,	Ito	M,	Shichinohe	H,	Houkin	
K,	Kuge	Y,	Tamaki	N.	Intracerebral,	but	not	intravenous,	transplan-
tation	of	bone	marrow	stromal	cells	enhances	 functional	recovery	
in	rat	cerebral	 infarct:	An	optical	 imaging	study.	Neuropathology.	
32,	217-226	(2012)

（６）	Katoh	C,	Yoshinaga	K,	Klein	R,	Kasai	K,	Tomiyama	Y,	Manabe	O,	
Naya	M,	 Sakakibara	M,	Tsutsui	H,	 deKemp	RA,	Tamaki	N.	
Quantification	of	 regional	myocardial	blood	 flow	estimation	with	
three-dimensional	dynamic	rubidium-82	PET	and	modified	spillover	
correction	model.	J	Nucl	Cardiol.	19,	763-774	(2012)

（７）	Katoh	N,	Yasuda	K,	Shiga	T,	Hasegawa	M,	Onimaru	R,	Shimizu	S,	
Bengua	G,	Ishikawa	M,	Tamaki	N,	Shirato	H.	A	new	brain	positron	
emission	tomography	scanner	with	semiconductors	 for	target	vol-
ume	delineation	and	radiotherapy	treatment	planning	 in	patients	
with	nasopharyngeal	carcinoma.	 Int	J	Radiat	Oncol	Biol	Phys.	82,	
e671-676	(2012)

（８）	Kanegawa	N,	Kiyono	Y,	Sugita	T,	Kuge	Y,	Fujibayashi	Y,	Saji	H.	
Norepinephrine	transporter	imaging	in	the	brain	of	a	rat	model	of	
depression	using	radioiodinated	 (2S,	αS)-2-(α-(2-iodophenoxy)benzyl)
morpholine.	Mol	Imaging.	11,	280-285	(2012)

（９）	Murakami	M,	Zhao	S,	Zhao	Y,	Chowdhury	NF,	Yu	W,	Nishijima	K,	
Takiguchi	M,	Tamaki	N,	Kuge	Y.	Evaluation	of	changes	in	the	tu-
mor	microenvironment	after	sorafenib	therapy	by	sequential	histol-
ogy	and	18F-fluoromisonidazole	hypoxia	imaging	in	renal	cell	carci-
noma.	Int	J	Oncol.	41,	1593-1600	(2012)

（10）	Hirata	K,	Terasaka	S,	Shiga	T,	Hattori	N,	Magota	K,	Kobayashi	H,	
Yamaguchi	 S ,	 Houkin	 K,	 Tanaka	 S,	 Kuge	 Y,	 Tamaki	 N.	
18F-Fluoromisonidazole	positron	emission	tomography	may	differen-
tiate	glioblastoma	multiforme	 from	 less	malignant	gliomas.	Eur	J	
Nucl	Med	Mol	Imaging.	39,	760-770	(2012)

（11）	Ohte	N,	Narita	H,	 Iida	A,	Fukuta	H,	Iizuka	N,	Hayano	J,	Kuge	Y,	
Tamaki	N,	Kimura	G.	Cardiac	 β-adrenergic	receptor	density	and	
myocardial	systolic	function	in	the	remote	noninfarcted	region	after	
prior	myocardial	infarction	with	left	ventricular	remodelling.	Eur	J	
Nucl	Med	Mol	Imaging.	39,	1246-1253	(2012)

（12）	Watanabe	A,	Nishijima	K,	Zhao	S,	Zhao	Y,	Tanaka	Y,	Takemoto	H,	
Strauss	HW,	Blankenberg	FG,	Tamaki	N,	Kuge	Y.	Quantitative	de-
termination	of	apoptosis	of	pancreatic	β-cells	in	a	murine	model	of	
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containing	5-HT	neurons	in	the	rat	dorsal	raphe	nucleus
Mitsuhiro	Yoshioka,	Hiroki	Shikanai,	Takayuki	Yoshida,	Kohtarou	
Konnno,	Miwako	Yamasaki,	Takeshi	Izumi,
Yu	Ohmura,	Masahiko	Watanabe.	France	Montpellier	2012.7.10〜
12

（３）	The	2ND	MEETING	OF	EAST	ASIAN	BIPOLAR	FORUM
Acute	administration	of	lithium,	but	not	valproic	acid	or	carbam-
azepine,
suppresses	 impulsive	 action	 in	 rats.	Yu	Ohmura,	Mitsuhiro	
Yoshioka	Kyuusyuu	Univercity	2012.9.7-8

（４）	Cardiovascular	Genetics	 Satellite	 2012	 15th	 International	 SHR	
Symposium	&	48th	SHR	Meeting
Possible	involvement	of	mesocortical	dopaminergic	system	in	fron-
tocortical	dysfunction	of	SHRSP/Ezo
Sachico	Hiraide,	Machico	Matsumoto,	Yoshiki	Yanagawa,	Taku	
Yamaguchi,	Mitsuhiro	Yoshioka,	Hiroko	Togashi
Australia	Melbourne	Univercity	Poster	2012.9.27〜28

（５）	Neuroscience
SSRI	exerts	anxiolytic	effect	via	5-HT1A	receptors	 in	the	basolat-
eral	nucleus	of	amygdala
Takeshi	 Izumi,	Takayuki	Yoshida,	Hirokazu	Matsuzaki,	Kotaro	
Konno,	Kenji	F.	Tanaka,	Hiroki	Shikanai,
Yu	Ohmura,	Masahiko	Watanabe,	Mitsuhiro	Yoshioka
America	New	Orleans,	Ernest	N.	Morial	Convention	Center,	2012,	
10.13〜17

（６）	The	 21st	KOREA-JAPAN	 JOINT	SEMINAR	ON	PHARMA-
COLOGY
Effects	of	Parabolic	Flight	on	Serotonin-Related	Gene	Expression	
in	the	Mouse	Brain
Mitsuhiro	Yoshioka,	Taku	Yamaguchi,	Hisashi	Ohta,	 Jyunichiro	
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Gyotoku,	Mutsumi	Miyamoto	and
Toshimasa	Ochiai,	Korea,	Korea,	Shine	Ville	Luxury	Resort,	 Jeju.	
2012.11.1〜2

（７）	ACNP	51st	Annual	Meeting	America,	Optogenetic	Control	 of	
Serotonergic	Neurons	and	Anxiety-like	Behavior	Yu	Ohmura,	Kenji	
Tanaka,	Akihiro	Yamanaka,	Mitsuhiro	Yoshioka	America,	Westin	
Dipromat	in	Hollyseed,	2012.12.2〜6.

国内学会発表
（１）	大村　優、吉田隆行、泉　剛、吉岡充弘

腹側海馬におけるセロトニン-7受容体は恐怖記憶の想起に関与している
Serotonin-7(5-HT7)	receptor	in	the	ventral	hippocampus	is	involved	
in	the	Retrieval	of	fear	memory
第35回　日本神経科学大会Neuroscience	2012名古屋国際会議場　
2012.9.18〜21

（２）	吉田隆行、泉　剛、大村　優、渡辺雅彦、吉岡充弘
The	endocannabinoid	modulates	 inhibitory	synaptic	 transmission	
andresynaptic	serotonin	release	in	the
basal	nucleus	of	amygdala
扁桃体基底核において内因性カンナビノイドは抑制性シナプス伝達とセ
ロトニン遊離を調節する
第35回　日本神経科学大会Neuroscience	2012名古屋国際会議場　
2012.9.18〜21

（３）	吉田　隆行、狩野方伸、渡辺雅彦、吉岡充弘
恐怖記憶消去に関与するカンナビノイドとセロトニンの相互調節機構
栃木県総合文化センター　宇都宮東武ホテルグランデ、2012.10.18〜
20

（４）	原　大樹、井手総一郎、大野篤志、玉野竜太、小関加奈、圓山智嘉史、
中　誠則、金田勝幸、吉岡充弘、
南　雅文
痛みによる不快情動生成における背外側分界条床核内コルチコトロピ
ン放出因子の役割
Roles	of	corticotropin-releasing	 factor	within	 the	dorsolateral	bed	
nucleus	of	the
Stria	terminalis	 in	pain-induced	aversion.　栃木県総合文化センター　
宇都宮東武ホテルグランデ、2012.10.18〜20

（５）	井上　純孝、松本真知子、鹿内浩樹、柳川芳穀、吉岡充弘、島村桂一、
富樫廣子
海馬シナプス可性におけるセロトニン調節機構には性差が存在する
Gender	differences	 in	 serotonergic	modulation	underlying	hippo-
campal	synaptic	plasticity
栃木県総合文化センター　宇都宮東武ホテルグランデ、2012.10.18〜
20

（６）	平出幸子、松本真知子、柳川芳穀、木村真一、島村桂一、山口　拓、
吉岡充弘、富樫廣子
注意欠如・多動性障害（ADHD）モデル動物における中脳皮質路ドパ
ミン作動性神経の機能
Possible	roles	of	mesocortical	dopaminergic	systems	in	frontcortica	
Dysfunction	of	an	ADHD	model
栃木県総合文化センター　宇都宮東武ホテルグランデ、2012.10.18〜
20

（７）	山口　拓、富樫廣子、山本経之、吉岡充弘
第65回日本薬理学会西南部会
注意欠如多動性障害モデルラットが示す衝動的行動に対する非定型抗
精神病薬の効果
熊本大学薬学部、2012.11.23

●時間医学講座
	
英文原著論文

（１）	Yoshitane	H,	Honma	S,	Imamura	K,	Nakajima	H,	Nishide	S,	Ono	D,	
Kiyota	H,	Shinozaki	N,	Matsuki	H,	Wada	N,	Doi	H,	Hamada	T,	
Honma	K,	Fukada	Y.	 JNK	regulates	 the	photic	 response	of	 the	
mammalian	circadian	clock.	EMBO	Rep.	2012	May	1;	13(5):	455-61.

（２）	Enoki	R,	Ono	D,	Hasan	MT,	Honma	S,	Honma	K.	Single-cell	resolu-
tion	 fluorescence	 imaging	of	 circadian	rhythms	detected	with	a	
Nipkow	spinning	disk	confocal	system.	J	Neurosci	Methods.	2012	
May	30;	207(1):	72-9.

（３）	Kasukawa	T,	Sugimoto	M,	Hida	A,	Minami	Y,	Mori	M,	Honma	S,	
Honma	K,	Mishima	K,	Soga	T,	Ueda	HR.	Human	blood	metabolite	
timetable	indicates	internal	body	time.	Proc	Natl	Acad	Sci	U	S	A.	
2012	Sep	11;	109(37):	15036-41.

（４）	Enoki	R,	Kuroda	S,	Ono	D,	Hasan	MT,	Ueda	T,	Honma	S,	Honma	K.	
Topological	 specificity	and	hierarchical	network	of	 the	circadian	
calcium	rhythm	in	the	suprachiasmatic	nucleus.	Proc	Natl	Acad	Sci	
U	S	A.	2012	Dec	26;	109(52):	21498-503.

（５）	Natsubori	A,	Honma	K,	Honma	S.	Differential	responses	of	circadi-
an	Per2	expression	rhythms	 in	discrete	brain	areas	to	daily	 injec-
tion	of	methamphetamine	and	 restricted	 feeding	 in	 rats.	Eur	 J	
Neurosci.	2013	Jan;	37(2):	251-8.

（６）	Yoshikawa	T,	Matsuno	A,	Yamanaka	Y,	Nishide	 S,	Honma	S,	
Honma	K.	Daily	exposure	 to	cold	phase-shifts	circadian	clock	of	
neonatal	rat	in	vivo.	Eur	J	Neurosci.	2013	Feb;	37(3):	491-7

（７）	Kononenko	NI,	Honma	K,	Honma	S.	Fast	synchronous	oscillations	
of	firing	rate	in	cultured	rat	suprachiasmatic	nucleus	neurons:	pos-
sible	 role	 in	 circadian	 synchronization	 in	 the	 intact	 nucleus.	
Neurosci	Res.	2013	Mar;	75(3):	218-27.

和文論文・総説
（１）	本間研一：体内時計と睡眠、BRAIN	and	NERVE、64：639-646（2012）

（２）	本間研一：図説：生体リズムと睡眠、日本臨床、70：1090-1093（2012）

（３）	本間研一：体温・睡眠のリズム、医学のあゆみ、242：845-850（2012）

（４）	本間研一：現代型不眠〜日本人の体内時計の乱れを考える〜、実験治
療、707：113（2012）

（５）	増渕悟、鈴木陽子、本間さと：中枢体内時計と末梢時計のクロストー
ク、日本臨床80、1127-1138（2012）
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（６）	榎木亮介、本間さと、本間研一：生物発光を利用した分子細胞機能
のリアルタイム計測とその医療への応用、光アライアンス23（10）、
18-21（2012）

（７）	本間さと：時計遺伝子機能と生物時計の発達、小児神経学の進歩
42、122-133（2013）

（８）	本間研一、橋本聡子、夏堀晃世：睡眠リズムの分子生物学、Clinical	
Neuroscience別冊、31：152-156（2013）

英文著書
（１）	Honma	S,	Ono	D,	Suzuki	Y,	Inagaki	N,	Yoshikawa	T,	Nakamura	W	

and	Honma	K.	Suprachiasmatic	nucleus:	 cellular	clocks	and	net-
works	In	Progress	in	Brain	Res.	vol	199.	Kaalsbeek	A,	Merrow	M,	
Roenneberg	T	and	Foster	RG	(eds)	Elsevier,	129-141,	2012.

和文著書
（１）	本間さと：中枢時計の分子生物学、DOJIN	BIOSCIENCE	02「時間

生物学」、海老原史樹文、吉村崇（編）化学同人、2012、pp55-65

（２）	山仲勇二郎、本間さと、本間研一：生物リズムに関わる神経系、脳と
こころのプライマリケア第5巻　意識と睡眠、千葉茂（編）、株式会社
シナジー2012、pp308-316

（３）	本間さと：「時計遺伝子と生物時計の発達」第42回小児神経学セミナ
ー講義用テキスト、2012、pp85-91

（４）	本間研一（監修）：サマータイムー健康に与える影響、株式会社テクノ
ミクス、2012、pp1-27

（５）	本間研一、本間さと、広重　力：生体リズムの研究（復刻版）、アシ
ョフ・ホンマ記念財団、2012、pp1-310

国際学会発表
（１）	Honma	S.	Continuous	monitoring	of	circadian	clock'	s	tick	in	the	su-

prachiasmatic	neurons.	 International	 Syposium	on	Frontiers	 in	
Sleep	and	Biological	Rhythms'	Research.	Dokuz	Eylul	University	
Izmir,	2012.4-5.

（２）	Honma	K.	Sleep-wake	cycle	 in	humans;	 a	 classical	but	new	ap-
proach.	International	Syposium	on	Frontiers	in	Sleep	and	Biological	
Rhythms'	Research.	Dokuz	Eylul	University,	Izmir,	2012.4-5

（３）	Nishide	S,	Honma	S,	Honma	K.	Analyses	of	behavioral	activity	ad	
core	body	temperature	under	restricted	 feeding	schedule	 in	mice.	
International	 Syposium	 on	Frontiers	 in	 Sleep	 and	Biological	
Rhythms'	Research.	Dokuz	Eylul	University,	Izmir,	2012.4-5

（４）	Yamanaka	Y,	Honma	S,	Honma	K.	How	to	measure	human	circadi-
an	 rhythms.	 International	 Syposium	on	Frontiers	 in	Sleep	 and	
Biological	Rhythms'	Research.	Dokuz	Eylul	University,	 Izmir,	
2012.4-5

（５）	Ono	D,	Honma	S,	Honma	K.	In	vivo	monitoring	of	circadian	rhythm	
optic	 fiber	 in	 freely	moving	mice.	 International	 Syposium	 on	
Frontiers	 in	Sleep	and	Biological	Rhythms'	Research.	Dokuz	Eylul	
University,	Izmir,	2012.4-5

（６）	Honma	S.	Signal	integration	of	circadian	neuronal	networks.	Society	
for	Research	on	Biological	Rhythms	Biannual	meeting	2012,	Destin,	
FL,	2012.5.

（７）	Honma	 S . 	 Suprach iasmat i c 	 nuc leus 	 output 	 coup l ings .	
Suprachiasmatic	 Structure	Workshop.	 Society	 for	Research	 on	
Biological	Rhythms	Biannual	meeting	2012.	Destin,	FL,	2012.5

（８）	Tokuda	I,	Ono	D,	Honma	S,	Honma	K.	Oscillator	network	modeling	
of	mutant	 suprachiasmatic	 nucleus.	 Society	 for	 Research	 on	
Biological	Rhythms	Biannual	meeting	2012,	Destin,	FL,	2012.5

（９）	Honma	S.	Monitoring	the	circadian	clock's	tick;	multiple	hands	for	
multiple	 functions.	The	4th	 International	Symposium	on	Photonic	
Bioimaging,	Hokkaido	University	Conference	Center,	 Sapporo,	
2012,9

（10）	Enoki	R,	Kuroda	S,	Ono	D,	Hasan	MT,	Ueda	T,	Honma	S,	Honma	K.	
Large-scale	calcium	 imaging	of	circadian	rhythm	in	neuronal	net-
work	of	the	suprachiasmatic	nucleus.	4th	International	Symposium	
on	Photonic	Bioimaging,	Hokkaido,	2012.9

（11）	Enoki	R.	Large-scale	 time-lapse	 imagings	 of	 circadian	 calcium	
rhythm	 in	 the	suprachiasmatic	nucleus:	10th	 International	sympo-
sium	 for	Future	Drug	Discovery	 and	Medical	Care,	Hokkaido	
University,	2010.10

（12）	Honma	S,	Natsubori	A	and	Honma	K.	Multi-oscillator	System	of	
Mammalian	Circadian	Clock.	Symposium	“Molecular	and	cellular	
mechanisms	of	circadian	clock	and	sleep”,	Asian	Society	 for	Sleep	
Research,	Taipei	 International	Convention	Center,	Taipei,	2012.11-
12

（13）	Honma	K.	How	to	realize	a	causality	of	sequential	events	of	bodily	
functions	with	sleep.	 In:	symposium	 ‘Active	Brain	 in	Sleep	 -	New	
Approaches	to	the	Brain	Function.	The	7th	Asian	Society	for	Sleep	
Research	Congress,	Taipei	International	Convention	Center,	Taipei,	
2012.12

（14）	Honma	K.	Sleep	 in	 the	Seasons.	 13th	Congress	of	Turkish	Sleep	
Medicine,	Antalya	(Turkey),	2012,	12

（15）	Honma	K.	Basic	Sleep	Research	 -	 from	Past	 to	Future.	The	3rd	
Turkey/	Japan	Sleep	Forum,	Antalia	(Turkey),	2012,	12

国内学会発表
（１）	本間さと：生物時計の発達と睡眠覚醒リズム：時間生物学の小児科学

への応用、日本小児神経学会、札幌、2012.5

（２）	浜田俊幸、石川正純、Kenneth	Sutherland、宮本直樹、白𡈽博樹、
本間さと、本間研一：覚醒マウスにおける時計遺伝子発現の4Dイメー
ジング、第2回睡眠研究会、名古屋、2012.7

（３）	榎木亮介：概日リズム中枢を司る神経細胞ネットワークの大規模イメ
ージング解析、第四回　光塾、北海道、2012.8

（４）	小野大輔、本間さと、本間研一：中枢時計の発達と時計遺伝子機能、
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第19回日本時間生物学会学術大会、札幌、2012.9

（５）	吉川朋子、松野亜美、山仲勇二郎、西出真也、本間さと、本間研一：
母仔同調因子としての環境温：in	vivoにおける視交叉上核の温度感受
性、第19回日本時間生物学会学術大会、札幌、2012.9

（６）	小野大輔、本間さと、本間研一：概日時計の生後発達と時計遺伝子
Cryptochrome、日本生理学会北海道地方会、札幌、2012.9

（７）	平田快洋、本間さと、本間研一：シングルニューロン培養法を用いた
中枢時計安定化機構の光イメージング解析、日本生理学会北海道地方
会、札幌、2012.9

（８）	浜田俊幸、石川正純、Kenneth	Sutherland、宮本直樹、白𡈽博樹、
本間さと、本間研一：覚醒マウスにおける嗅球および皮膚における時
計遺伝子発現の4Dイメージング、日本生理学会北海道地方会、札幌、
2012.9

（９）	山仲勇二郎、本間さと、本間研一：明暗周期位相変位後のマウス行動
リズムを制御する視交叉上核領域振動体の探索、第19回日本時間生
物学会学術大会、札幌、2012.9

（10）	浜田俊幸、石川正純、Kenneth	Sutherland、宮本直樹、白𡈽博樹、
本間さと、本間研一：in	vivo4Dイメージングによる覚醒マウス時計遺
伝子発現定量解析、第19回日本時間生物学会学術大会、札幌、
2012.9

（11）	徳田　功、小野大輔、本間さと、本間研一：データ分析によるCry遺
伝子欠損マウスのSCNモデル、第19回日本時間生物学会学術大会、
札幌、2012.9

（12）	今村聖路、吉種　光、本間さと、中島弘人、西出真也、小野大輔、
清田浩司、本間研一、深田吉孝：ストレス応答性キナーゼJNKがマウ
ス概日時計の制御に果たす役割、第19回日本時間生物学会学術大会、
札幌、2012.9

（13）	増渕　悟、本間さと、本間研一：ヒト大腸癌細胞株HCT116の概日
遺伝子発現モニタリング、第19回日本時間生物学会学術大会、札幌、
2012.9

（14）	榎木亮介、黒田茂、小野大輔、Mazahir	Hasan、上田哲男、本間さと、
本間研一：概日カルシウムリズムの大規模解析、第19回日本時間生物
学会学術大会、札幌、2012.9

（15）	平田快洋、本間さと、本間研一：空間的に隔離したSCN単一ニュー
ロンを用いたリズム同期機構の解析、第19回日本時間生物学会学術大
会、札幌、2012.9

（16）	仲村厚志、吉川朋子、本間さと、中村　整、本間研一：マウス視交
叉上核におけるAMPKの概日時計機構への関与、第19回日本時間生
物学会学術大会、札幌、2012.9

（17）	夏堀晃世、本間研一、本間さと：行動リズムを駆動するメタンフェタ
ミン誘導性振動：制限給水法による検討、第19回日本時間生物学会
学術大会、札幌、2012.9

（18）	鈴木陽子、夏堀晃世、本間研一、本間さと：メタンフェタミン慢性投

与マウス行動リズムへの炭酸リチウムの影響、第19回日本時間生物学
会学術大会、札幌、2012.9

（19）	本間研一、山仲勇二郎、橋本聡子、本間さと：一日一食の制限給餌
がヒト給餌性リズムを発現させるか、第19回日本時間生物学会学術大
会、札幌、2012.9

（20）	橋本聡子、本間研一、山仲勇二郎、本間さと：腕時計型行動計によ
り計測された行動リズムから内的脱同調の有無を判断する、第19回日
本時間生物学会学術大会、札幌、2012.9

（21）	夏堀晃世、本間研一、本間さと：行動リズムを駆動するメタンフェタ
ミン誘導性振動体の機構について、第35回日本神経科学学会、名古屋、
2012.9

（22）	小野大輔、本間さと、本間研一：Cry1/Cry2ダブルノックアウトマウ
ス視交叉上核の概日リズムの生後発達、第35回日本神経科学学会、
名古屋、2012.9

（23）	本間さと：時計遺伝子と生物時計の発達、日本小児神経学会第42回
小児神経学セミナー、湘南国際村センター、神奈川、2012.10

（24）	本間研一：メラトニンと生体リズム、第92回北海道医学大会内分泌分
科会、第12回日本内分泌学会北海道支部学術集会、札幌、2012.10

（25）	本間さと：光が告げる生物時計の振動、先端的光イメージング拠点形
成プログラムクロージングシンポジウム、札幌、2013.3

（26）	吉川朋子、黒田茂、本間さと、上田哲男、本間研一：マウスの視交叉
上核に存在する概日振動体の光周性反応、先端的光イメージング拠点
形成プログラムクロージングシンポジウム、札幌、2013.3

（27）	榎木亮介：概日リズムを司る神経ネットワークの大規模イメージング解
析、先端的光イメージング拠点形成プログラムクロージングシンポジウ
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７．	荒戸照世：核酸医薬品の規制の方向性について、日本薬物動態学会第
27回年会（千葉）、東京、2012.11

８．	荒戸照世：ナノ医薬品の承認に際しての検討内容について、日本薬学
会第133年会、横浜、2013.3

〈受賞〉
1．	Ito	YM,	Nishimoto	N.	 IBC	2012	Poster	Prize;	 Second	Prize.	The	

XXVIth	International	Biometric	Conference	(IBC2012),	Kobe,	2012.8.
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平成 24 年度に受け入れのあった資金

○学内・学外共同プロジェクト
年度 制度名 課題名 相手先 研究者名

24 最先端研究開発支援プログラム 持続的発展を見据えた「分子追跡放射線治療装置」の
開発 内閣府 白圡　博樹

石川　正純

24 先端融合領域イノベーション創出拠点形
成プログラム 未来創薬医療イノベーション拠点形成 文部科学省

玉木　長良
白圡　博樹
石川　正純
本間　さと
久下　裕司
安田　和則
　　　　等

24 テニュアトラック普及・定着事業 テニュアトラック普及・定着事業 文部科学省 有川　二郎
津田　祥美

24 がんプロフェッショナル養成基盤推進プ
ラン 北海道がん医療を担う医療人養成プログラム 文部科学省

白圡　博樹
石川　正純
清水　伸一

24 地域イノベーション戦略支援プログラム 患者にやさしい最先端医療技術を核としたヘルス・イ
ノベーションプロジェクト 文部科学省 白圡　博樹

24 卓越した大学院拠点形成支援補助金 卓越した大学院拠点形成支援補助金（研究拠点形成費
当補助金（若手研究者養成費）） 文部科学省

玉木　長良
渡辺　雅彦
安田　和則
有賀　　正
白圡　博樹

24 橋渡し研究加速ネットワークプログラム オール北海道先進医学・医療拠点形成 文部科学省

安田　和則
白圡　博樹
佐藤　典宏
荒戸　照世
玉木　長良

24 先端医療開発特区（スーパー特区） 「先端放射線治療技術パッケージング」によるミニマ
ムリスク放射線治療機器開発イノベーション 内閣府 白圡　博樹

石川　正純

24 GCOEプログラム 人獣共通感染症国際共同教育研究拠点の創成 文部科学省 有川　二郎

24 リーディングプログラム One Healthに貢献する獣医科学グローバルリーダ
ー育成プログラム 文部科学省 有川　二郎

○その他．競争的資金
文部科学省科学研究費補助金

年度 研究種目 課題名 研究者名 役割

24 若手研究（B） スポット陽子線照射における体内金属マーカー存在下の照射精度向上に関する研究 松浦　妙子 代表者

24 基盤研究（A） 多機能ゲルが誘導する軟骨自然再生における間葉系細胞内情報伝達機構の解明 安田　和則 代表者

24 基盤研究（A） 多機能ゲルが誘導する軟骨自然再生における間葉系細胞内情報伝達機構の解明 北村　信人 分担者

24 研究活動スタート
支援 てんかん原性回路における内因性カンナビノイドシグナル伝達機構の解明 内ヶ島基政 代表者

24 基盤研究（S） 高次脳領域におけるシナプス伝達制御機構の分子形態学的研究 渡辺　雅彦 代表者

24 挑戦的萌芽研究 心筋交感神経機能解析の再評価：定量的PET検査との対比検討 玉木　長良 代表者

24 基盤研究（C） 次世代型ヒト用半導体PETの脳腫瘍治療戦略への応用 志賀　　哲 代表者

24 若手研究（B） 低酸素イメージングを中心とした複合的な脳腫瘍診断法・治療法の確立 平田　健司 代表者

24 若手研究（B） 超高磁場3テスラ磁気共鳴装置による冠動脈病変の解剖・機能的早期検出方法の確立 真鍋　　治 代表者

24 基盤研究（C） 卵巣に存在する概日時計の生理機能 仲村　朋子
（吉川朋子） 代表者

24 基盤研究（B） ヒトにおける食事時刻依存性概日リズム 本間　研一 代表者

24 新学術領域研究 オプトジェネティクスによる正中縫線核セロトニン神経と衝動性の関係の解明 大村　　優 代表者

24 若手研究（B） 児童青年期におけるSSRI投与と自殺リスク―セロトニン受容体発現パターンと衝動性 大村　　優 代表者

24 基盤研究（B） 縫線核5-HT/GABA共存細胞の機能発達―幼若期ストレスとエピジェネティクス 吉岡　充弘 代表者

24 基盤研究（C） 細胞増殖・血管新生分子イメージング：がん分子標的薬の早期治療効果評価法の確立 趙　　松吉 代表者

24 若手研究（B） 光スイッチ遺伝子発現システムを用いた生物時計細胞間相互作用の解明 安東　頼子 代表者

24 若手研究（B） 転写因子―DNA間相互作用と転写活性化の同時測定法の確立 三國　新太郎 代表者
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年度 研究種目 課題名 研究者名 役割

24 研究活動スタート
支援 概日リズムの生後発達に関わる分子の探索 小野　大輔 代表者

24 基盤研究（C） 植物の病原体感染に応答した細胞死シグナルの動態解析 初谷　紀幸 代表者

24 基盤研究（C） 東南アジア・南アジアにおける未診断熱性疾患の解析 森松　組子
（吉松組子） 代表者

24 若手研究（B） 放射線の影響による浸潤能亢進の分子機序の解明 Nam Jin-Min 代表者

24 若手研究（B） 脳と脊髄の拡散テンソルを用いた神経難病の早期診断、治療効果判定の指標の開発 Tha K. K. 代表者

24 新学術領域研究 乳腺組織リモデリングにおける細胞運動性の統合的制御機構の解明 橋本　　茂 代表者

24 新学術領域研究 上皮管腔組織の破綻と上皮間葉転換 佐邊　壽孝 代表者

24 基盤研究（C） 乳癌の初期段階における浸潤・転移の分子機序の解明 橋本　あり 代表者

24 基盤研究（B） 腫瘍組織における微小環境の変化に連動した癌の浸潤形質獲得機序の解明 橋本　　茂 代表者

24 基盤研究（C） 高齢者に対する根治的放射線治療適応基準の確立に向けた研究 鬼丸　力也 代表者

24 基盤研究（A） 動体追跡医科学研究 白圡　博樹 代表者

24 若手研究（B） 動体追跡放射線治療への応用を目的とした一方向X線透視による呼吸モニタの開発 宮本　直樹 代表者

24 若手研究（B） 相互作用放射線治療を志向した四次元動体追跡CT技術の開発 高尾　聖心 代表者

24 基盤研究（C） 内在性線維芽細胞・基質複合体被覆下における移植腱マトリクス再構築機序の解明と制御 近藤　英司 代表者

24 基盤研究（C） 内在性線維芽細胞・基質複合体被覆下における移植腱マトリクス再構築機序の解明と制御 安田　和則 分担者

24 基盤研究（C） 内在性線維芽細胞・基質複合体被覆下における移植腱マトリクス再構築機序の解明と制御 北村　信人 分担者

24 基盤研究（B） DNゲルを用いた関節軟骨自然再生誘導を制御する物理・生物学的因子の解明と応用 北村　信人 代表者

24 基盤研究（B） DNゲルを用いた関節軟骨自然再生誘導を制御する物理・生物学的因子の解明と応用 安田　和則 分担者

24 基盤研究（B） DNゲルを用いた関節軟骨自然再生誘導を制御する物理・生物学的因子の解明と応用 近藤　英司 分担者

24 若手研究（B） プルキンエ細胞体における登上線維シナプス除去機構の解明 宮崎　太輔 代表者

24 若手研究（B） NMDA受容体を介する興奮・抑制バランス依存的なバレル神経回路形成制御機構 山崎　美和子 代表者

24 基盤研究（S） 高次脳領域におけるシナプス伝達制御機構の分子形態学的研究 渡辺　雅彦 代表者

24 基盤研究（C） 動体追跡技術を用いた新規行動リズム解析および時計遺伝子発現解析法の開発 浜田　俊幸 代表者

24 若手研究（B） 扁桃体陥入型シナプスにおける不安および恐怖記憶調節機構の分子基盤解析 吉田　隆行 代表者

24 基盤研究（C） SSRIの抗不安作用における扁桃体5-HT神経系の役割 泉　　　剛 代表者

24 若手研究（B） 動物モデルを用いたハンタウイルス感染症の病態解明 清水　健太 代表者

24 挑戦的萌芽研究 体内マーカ用金属コイルを利用した新しい体内線量測定法の開発 石川　正純 代表者

24 若手研究（B） 新しい“待ち伏せ”照射法の開発〜複数箇所で狙い撃つ〜 加藤　徳雄 代表者

24 基盤研究（C） 2軸X線を用いた4D-CBCTの撮像方法構築による相互作用放射線治療の試み 清水　伸一 代表者

24 新学術領域研究 包括型脳科学研究推進支援ネットワーク 渡辺　雅彦 分担者

24 基盤研究（C） 非小細胞肺癌に対する定位放射線治療後の放射線肺臓炎発症に関与する遺伝子多型の研
究 白圡　博樹 分担者

24 基盤研究（C） 非小細胞肺癌に対する定位放射線治療後の放射線肺臓炎発症に関与する遺伝子多型の研
究 伊藤　陽一 分担者

24 基盤研究（C） 非小細胞肺癌に対する定位放射線治療後の放射線肺臓炎発症に関与する遺伝子多型の研
究 鬼丸　力也 分担者

24 基盤研究（B） ホウ素中性子捕捉療法のための加速器ターゲットシステムと中性子線量評価法の開発 石川　正純 分担者

24 基盤研究（C） 振動子ネットワークによる概日リズムの定量的モデルの構築とその制御への応用 本間　さと 分担者

24 基盤研究（A） 早期の癌に対する標準的放射線治療方法確立と適応決定に関する研究 白圡　博樹 分担者

24 基盤研究（C） 神経系におけるAMPK新規機能の解明―概日時計及び感覚受容への関与 仲村　朋子 分担者

24 挑戦的萌芽研究 不安定プラークの早期・特異的同定：プレターゲティング法による組織因子イメージング 趙　松吉 分担者

24 研究活動スタート
支援 新規同定生体分子を標的とした不安定動脈硬化プラークイメージング剤の開発 志水　陽一 代表者

24 基盤研究（C） 被検者への負担が少ないPET入力関数測定法確立に向けての物理的障害要因の克服 久保　直樹 代表者

24 挑戦的萌芽研究 不安定プラークの早期・特異的同定：プレターゲティング法による組織因子イメージング 久下　裕司 代表者

24 基盤研究（C） テミジンホスホリラーゼ阻害剤に基づくがん内用放射線治療薬剤の開発 久下　裕司 分担者

24 若手研究（B） 臨床試験関連業種における統計的品質管理手法の導入に関する研究 伊藤　陽一 代表者

24 研究活動スタート
支援 低酸素領域への効果的時間治療を目的とした腫瘍内細胞時計振動分布の解明 増渕　　悟 代表者

24 基盤研究（B） 概日時計システムの発達と環境因子：時計遺伝子機能と細胞間情報伝達 本間　さと 代表者
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年度 研究種目 課題名 研究者名 役割

24 基盤研究（C） 血管新生因子PD-ECGFを標的としたF-18標識イメージング剤の開発 西嶋　剣一 代表者

24 若手研究（B） 分子生物学的手法を用いた乳癌テーラーメード高精度放射線治療の実現に向けた研究 木下　留美子 代表者

24 基盤研究（C） 不均一径のフィブリルを配向させた人工腱マトリクスの創製とその再構築機序の解明 安田　和則 分担者

24 基盤研究（C） 不均一径のフィブリルを配向させた人工腱マトリクスの創製とその再構築機序の解明 近藤　英司 分担者

24 若手研究（B） 臨床試験関連業種における統計的品質管理手法の導入に関する研究 伊藤　陽一 代表者

【平成24年度　厚生労働科学研究費補助金等（分担者分）】
年度 研究種目 研究課題名 研究者名 役割

24 がん臨床研究事業 がん医療の均てん化に資する放射線治療の推進及び品質管理に係る研究 石川　正純 分担者

24

地球規模保健課題
推進研究事業（国
際医学協力研究事
業）

ウイルス感染症の診断、疫学および予防に関する研究 有川　二郎 分担者

24
新型インフルエン
ザ等新興・再興感
染症研究事業

海外からの進入が危惧される野生鳥獣媒介性感染症の疫学、診断・予防法等に関する研究 有川　二郎 分担者

24
新型インフルエン
ザ等新興・再興感
染症研究事業

現在、国内で分離・同定できないウイルス性出血熱等の診断等の対応方法に関する研究 有川　二郎 分担者

24

医薬品・医療機器
等レギュラトリー
サイエンス総合研
究事業

院内製造PET薬剤の合成装置を用いた核医学診断技術に係る規制体系臨床応用に関する
諸外国の状況調査に関する研究 久下　裕司 分担者

24
成育疾患克服等次
世代育成基盤研究
事業

小児先天性・難治性疾患に対する遺伝子・細胞治療の開発と実施 有賀　　正 分担者

24 難治性疾患克服研
究事業 原発性免疫不全症に対する造血幹細胞移植法の確立 有賀　　正 分担者

24
成育疾患克服等次
世代育成基盤研究
事業

小児慢性特定疾患の登録・管理・解析・情報提供に関する研究 有賀　　正 分担者

24 難治性疾患克服研
究事業 原発性免疫不全症候群に関する調査研究 有賀　　正 分担者

24 化学物質リスク研
究事業

前向きコホート研究に基づく先天異常、免疫アレルギーおよび小児発達障害のリスク評
価と環境化学物質に対する遺伝的感受性の解明 有賀　　正 分担者

24 難治性疾患克服研
究事業 副腎ホルモン産生異常に関する調査研究 田島　敏広 分担者

24
難病・がん等の疾
患分野の医療の実
用化研究事業

新規医薬品・医療機器等の創出、難治性疾患の治療法の開発および最適な治療法の確立に
関する研究 佐藤　典宏 代表者

24 エイズ対策研究事
業 国内で流行するHIV遺伝子型および薬剤耐性株の動向把握と治療法の確立に関する研究 佐藤　典宏 分担者

24 エイズ対策研究事
業 HIV感染症の医療体制の整備に関する研究 佐藤　典宏 分担者

24 難治性疾患克服研
究事業 ミトコンドリア病の診断と治療に関する調査研究 須藤　　章 分担者

○受託研究等
年度 制度名 課題名 相手先 研究者名

24 NEDO委託事業 がんの超早期局在診断に対応した高精度X線治療シ
ステム

（独）新エネルギー・産
業技術総合開発機構 白圡　博樹

24 感染症研究国際ネットワーク推進プログ
ラム（J-GRID）

ベトナムにおける長崎大学感染症研究プロジェクト
（動物由来新興・再興感染症の調査と流行予測に関す
る研究：ハンタウイルス感染症に関する研究）

文部科学省
有川　二郎
森松　組子
清水　健太
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24 感染症研究国際ネットワーク推進プログ
ラム（J-GRID） 人獣共通感染症克服のための国際共同研究 文部科学省

有川　二郎
森松　組子
清水　健太

24 地球規模課題対応国際科学技術協力事業
（SATREPS）

アフリカにおけるウイルス性人獣共通感染症の調査
研究 JST/JICA

有川　二郎
森松　組子
清水　健太

24 分子イメージング研究戦略推進プログラ
ム

医薬工連携を活かしたPET専門家人材育成拠点（分
子イメージング研究戦略推進プログラム） 文部科学省

玉木　長良
久下　裕司
趙　　松吉
志賀　　哲

24 脳科学研究戦略推進プログラム ドパミン神経系に着目した難治性気分障害の統合的
研究 文部科学省 吉岡　充弘

本間　さと

24 4次元放射線治療に関する国際標準化 4次元放射線治療に関する国際標準化 経済産業省 白圡　博樹

24 研 究 成 果 最 適 展 開 支 援 プ ロ グ ラ ム
（A-STEP） 骨置換能を傾斜化させた機能化人工骨の開発 （独）科学技術振興機

構 安田　和則

24 戦略的創造研究推進事業（CREST） シグナル分子の発現パターンとシナプス微細形態の
解析 JST 渡辺　雅彦

24 課題解決型医療機器等開発事業 晩発性放射線障害予防のためのX線線量計の開発 経済産業省 石川　正純

24 がん研究開発費 23-A-21先進放射線治療を用いた標準治療確立のた
めの研究

（独）国立がん研究セ
ンター 白圡　博樹

24 受託研究 ソフトウェア機能評価 富士フイルムメディ
カル㈱ 白圡　博樹

24 受託研究 Inveon SPECT/CTを使った小動物イメージング及
び最新技術の検証

シーメンスジャパン
㈱

玉木　長良
久下　裕司

24 受託研究 マイクロリアクターによる放射性診断薬の標識反応
の評価 ㈱日立製作所 久下　裕司

24 受託研究
腫瘍特異的発現酵素を標的とする新規核医学診断薬
剤123I-IIMUの製剤化、品質管理ならびに薬効評価
研究

日本メジフィジック
ス㈱ 久下　裕司

24 共同研究 EMPATHY研 究 に お け る 北 海 道 臨 床 開 発 機 構
（HTR）のネットワーク活用の検証 塩野義製薬㈱ 白圡　博樹

24 共同研究 医師主導治験における確実なモニタリング方法に関
する研究

ナカシマメディカル
㈱ 白圡　博樹

24 共同研究 HTRネットを活用した治験推進方策の比較研究 第一三共㈱ 白圡　博樹

24 共同研究 ゆるむ事のない人工股関節の開発と臨床応用
旭川医科大学
ナカシマメディカル
㈱

白圡　博樹

24 共同研究

「StageⅢ結腸癌（直腸S状部癌を含む）R0切除後
の術後補助化学療法としてオキサリプラチン併用療
法の多施設共同大規模第Ⅱ相臨床試験」に係る臨床研
究

特定非営利法人　北
海道消化器癌化学療
法研究会

白圡　博樹

24 共同研究 MRI診断における新たな臨床応用の可能性 ㈱フィリップス　エ
レクトロジャパン 白圡　博樹

24 共同研究 ハンタウイルス抗原蛋白質の製作 （財）実験動物中央研
究所 有川　二郎

24 共同研究 RIプローブの開発、実用化Ⅳ 日本メジフィジック
ス㈱ 玉木　長良

24 共同研究 分子レベルの機能診断と標的治療の実現（Ⅵ） ㈱日立製作所 玉木　長良

24 共同研究 抑肝散エキス粉末反復投与による抗不安効果の脳内
機序に関する研究 ㈱ツムラ 吉岡　充弘

24 共同研究 生体の微小重力影響評価 三菱重工業㈱ 吉岡　充弘

24 共同研究 放射線治療用金マーカーの前立腺・肝臓等への刺入キ
ットの開発 メディキット㈱ 白圡　博樹

24 共同研究
細胞浸潤形質獲得に関わる細胞内シグナル分子セッ
トの病態微小環境内細胞群の機能制御における役割
解析

小野薬品工業㈱ 佐邊　壽孝

24 共同研究 汎用放射線治療用動体追跡システムの開発 ㈱島津製作所 白圡　博樹
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24 共同研究 医療用直線加速器におけるPET装置の利用方法に関
する研究 三菱重工業㈱ 白圡　博樹

24 共同研究 機能性プローブを観察及び制御するための顕微鏡開
発

株式会社ニコン
インストルメンツカ
ンパニー

初谷　紀幸

24 共同研究 研究者主導臨床試験における信頼性向上のためのシ
ステム構築 田辺三菱製薬㈱ 佐藤　典宏

24 共同研究 新規放射性医薬品の開発戦略に関する研究 日本メジフィジック
ス㈱ 伊藤　陽一

24 研究助成 喫煙者の冠動脈および抹消血管内皮機能障害の定量
的解析に関する研究

公益財団法人
喫煙科学研究財団 玉木　長良

24 研究助成 乳癌細胞の浸潤・転移形質獲得過程の分子機序と治療
標的化に関する研究

公益財団法人
小林がん学術振興会 橋本　　茂

24 研究助成 GEP100-Arf6-AMAP1を介した乳癌の浸潤・転移
及び幹細胞形質獲得の分子機序の解明

公益財団法人
秋山記念生命科学振
興財団

橋本　あり

24 研究助成 第54回日本小児神経学会総会
公益財団法人
伊藤医薬学術交流財
団

有賀　　正

24 研究助成 第19回日本時間生物学会学術大会
公益財団法人
伊藤医薬学術交流財
団

本間　さと

24 研究助成 視交叉上核に存在する概日時計の複振動体システム
の解析

公益財団法人
内藤記念科学振興財
団

吉川　朋子

24 研究助成 光科学が可能にしたセロトニン神経活動の選択的制
御による「不安」の神経基板の解明

公益財団法人
光科学技術研究振興
財団

大村　　優

24 研究助成 自家半月板砕片移植が半月板欠損部におけるin situ
半月再生を促進する効果の発現機序に関する研究

財団法人日本スポー
ツ治療医学研究会 安田　和則

24 研究助成 発達期プルキンエ細胞体における入力排除機構の解
明

公益信託
成茂神経科学研究助
成基金

宮崎　太輔

24 研究助成 乳癌温存療法における放射線抵抗性と早期再発をも
たらす分子機序の解明

公益信託
小野がん研究助成基
金

佐邊　壽孝

24 研究助成 体内時計ペースメーカー細胞による脳内および体全
体の恒常性維持機構の解明

公益財団法人
光科学技術研究振興
財団

浜田　俊幸

24 研究助成 哺乳類中枢時計のリズム安定化機構に関わる分子・神
経基盤の解明

公益財団法人
光科学技術研究振興
財団

平田　快洋

24 研究助成 生物時計中枢における細胞領域間カップリングとリ
ズム同調機構に関する研究

公益財団法人
光科学技術研究振興
財団

安東　頼子

24 研究助成 3T MRIを用いた心筋血流定量方法の確立 公益社団法人
日本医学放射線学会 真鍋　　治

24 研究助成 生物時計中枢を司る神経細胞ネットワークの光イメ
ージング解析

公益財団法人
精神・神経科学振興財
団

榎木　亮介

24 交流助成 概日リズムの発達と時計遺伝子
公益財団法人
伊藤医薬学術交流財
団

小野　大輔
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北海道大学大学院医学研究科連携研究センター内規

　（趣旨）
第1条　この内規は、北海道大学大学院医学研究科・医学部組織運営内規第10条第2項の規定に基づき、

連携研究センターの組織及び運営について定めるものとする。
　（目的）
第2条　連携研究センターは、生命科学基盤研究の成果を臨床研究へ発展させるための研究を行い、も

って医学・医療及び健康維持に貢献することを目的とする。
　（職員等）
第3条　センターに、センター長その他必要な職員を置く。
　（センター長）
第3条の2　センター長は、医学研究科長（以下「研究科長」という。）をもって充てる。
2 　センター長は、センターの業務を掌理する。
　（副センター長）
第3条の3　センターに、副センター長を置く。
2 　副センター長は、センター長が指名する本研究科専任の教授（国立大学法人北海道大学特任教員就
業規則（平成18年海大達第35号）第3条第2号に該当する特任教員のうち、特任教授の職にある者を含
む。）をもって充てる。

3 　副センター長は、センター長の職務を助け、センター長に事故があるときは、その職務を代理する。
　（運営委員会）
第4条　連携研究センターの運営に関する重要事項を審議するため、連携研究センター運　営委員会（以

下「運営委員会」という。）を置く。
2 　運営委員会の組織及び運営については、別に定める。
　（研究部門）
第5条　連携研究センターに、複数の研究部門を置く。
2 　研究部門は、プロジェクト研究を行うものとし、その研究内容等は、運営委員会の議を経て、教授
会の承認を得るものとする。

3 　研究部門に部門責任者を置き、センター長の指名する者をもって充てる。
4 　研究部門には、基盤分野を置き、また、原則として連携分野を置く。
　（基盤分野）
第6条　基盤分野は、運営委員会において、医学研究科基幹講座（附属教育研究施設を含む。）の中から

選考し、教授会の承認を得るものとする。
2 　基盤分野の兼担期間は、5年以内とする。ただし、運営委員会が必要と認め、教授会の承認を得た
場合は、5年以内の範囲で、兼担期間を更新することができる。

　（連携分野）
第7条　連携分野は、基盤分野と連携して、プロジェクト研究を行うものとする。
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2 　連携分野及び連携分野の教員は、運営委員会において選考し、教授会の承認を得るものとする。
3 　連携分野の設置期間は、5年以内とする。ただし、運営委員会が必要と認め、教授会の承認を得た
場合は、1回に限り、5年以内の範囲で設置期間を更新することができる。

　（分野の設置及び更新）
第8条　基盤分野又は連携分野の設置又は設置期間の更新をしようとする場合は、申請者は、次に掲げ

る書類をセンター長に提出するものとする。
　（1）分野設置申請書（別紙様式1）
　（2）分野更新申請書（別紙様式2）
　（雑則）
第9条　この内規に定めるもののほか、連携研究センターの組織及び運営に関し必要な事項は、運営委

員会の議を経て、センター長が定める。
　　附　則

　この内規は、平成18年1月26日から施行する。
　　附　則

　この内規は、平成18年2月23日から施行する。
　　附　則

　この内規は、平成19年4月1日から施行する。
　　附　則

　この内規は、平成23年9月15日から施行し、平成23年8月26日から適用する。
　　附　則

　この内規は、平成25年4月1日から施行する。
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北海道大学大学院医学研究科連携研究センター内規の運用について

平成18年1月26日
研究科教授会決定

　（基盤分野）
第7条関係

1 　基盤分野の兼担期間を更新する場合は、当該プロジェクト研究の進捗状況等について、運営委員会
の評価を受け、教授会の承認を得るものとする。

2 　基盤分野を兼担する医学研究科の基幹講座の教員に対しては、医学部医学科の教育を免除すること
ができる。

　（連携分野）
第8条関係

1 　連携分野は、医学研究科のオープンラボラトリーを使用して、プロジェクト研究を行うものとする。
2 　教員に応募できる者は、教育・研究に必要な外部資金を3年以上にわたって獲得できる者、若しく
は獲得することが確実な者とする。

3 　教員には、寄附講座の教員をもって充てることができる。
4 　連携分野は、医学研究科の協力分野になることができ、教員は医学研究科の教育を行うことができ
る。

5 　連携分野には、医学研究科の運営費交付金は配当しないものとする。
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北海道大学大学院医学研究科連携研究センター運営委員会内規

　（趣旨）
第1条　この内規は、北海道大学大学院医学研究科連携研究センター（以下「連携研究センター」という。）

内規第4条第2項の規定に基づき、連携研究センター運営委員会（以下「運営委員会」という。）の組織及
び運営について定めるものとする。

　（審議事項等）
第2条　運営委員会は、連携研究センターに関する次に掲げる事項を審議する。
（1）研究部門のプロジェクト研究の内容等に関する事項
（2）基盤分野の選考及び評価に関する事項
（3）連携分野及び連携分野の教員の選考に関する事項
（4）その他連携研究センターの運営に関する重要事項

　（組織）
第3条　運営委員会は次に掲げる者をもって組織する。
（1）センター長
（2）副センター長
（3）副研究科長（研究科長が指名する者）
（4）研究部門の責任者
（5）研究科専任の教授のうちから研究科長が指名する者　2名

　（委員長）
第4条　運営委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 　委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
3 　委員長に事故があるときは、副センター長がその職務を代行する。
　（議事）
第5条　運営委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 　運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところに
よる。

　（委員以外の者の出席）
第6条　運営委員会が必要と認めたときは、運営委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を

聴くことができる。
　（庶務）
第7条　運営委員会の庶務は、医学系事務部において処理する。
　（雑則）
第8条　この内規に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は運営委員会が定める。
　　附　則
1 　この内規は、平成18年1月26日から施行する。
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2 　この内規の施行の際、第3条第1項第4号に規定する最初の委員の任期は、第4条にかかわらず、平
成19年3月31日までとする。

　　附　則
　この内規は、平成18年2月23日から施行する。
　　附　則
　この内規は、平成20年4月1日から施行する。
　　附　則
　この内規は、平成25年4月1日から施行する。
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北海道大学大学院医学研究科連携研究センターオープンラボ運用要項

　（趣旨）
第1条　この要項は、北海道大学大学院医学研究科連携研究センター内規（平成18年1月26日制定）（以

下「センター内規」という。）第9条の規定に基づき、連携研究センターに置かれるオープンラボ（以下「オ
ープンラボ」という。）の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

　（目的）
第2条　オープンラボは、医学研究を円滑かつ効率的に推進するため使用することを目的とする。
　（使用可能な教員）
第3条　オープンラボを使用することができる教員は、次に掲げる者とする。
（1）医学研究科の教員
（2）医学研究科の教員と共同して研究を行う他部局等の教員
（3）その他連携研究センター運営委員会（以下「運営委員会」という。）が認めた教員

　（申請及び許可）
第4条　オープンラボを使用しようとする教員は、使用申請書（別紙様式第1号）により連携研究センタ

ー長（以下「センター長」という。）に申請しなければならない。
2 　センター長は、前項の申請があったときは、運営委員会において申請内容等を審査し選定するもの
とする。

3 　前2項の規定により選定された教員に対し、センター長の使用許可書（別紙様式第2号）を交付する
ものとする。

　（使用期間）
第5条　オープンラボの使用期間は、5年以内とする。ただし、運営委員会が必要と認めた場合は、5

年を限度として更新することができる。
　（使用期間の更新等）
第6条　第4条第3項の規定によりオープンラボの使用の許可を受けた教員（以下「使用者」という。）は、

使用期間を更新又は変更しようとするときは、速やかにセンター長に届け出なければならない。
　（使用の制限及び停止）
第7条　運営委員会は、次の各号に該当するときは、使用期間中であっても、使用者に対しオープンラ

ボの使用の制限又は停止を命ずることができる。
　（1）許可された目的以外に使用したとき。
　（2）第三者に使用させたとき。
　（3）その他使用条件等に違反したとき。
　（使用料）
第8条　使用者は、オープンラボの維持管理に要する光熱水料等の経費として、別に定める使用料を負

担しなければならない。
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　（工作物等の設置）
第9条　使用者は、オープンラボにおける実験研究に必要な工作物、設備等の設置又は撤去に要する経

費を負担しなければならない。
　（使用者の交代）
第10条　オープンラボの使用期間中に使用者が交代するときは、速やかにセンター長に届け出なけれ

ばならない。
　（原状回復）
第11条　使用者は、オープンラボの使用を終了若しくは中止したとき、又は停止を命ぜられたときは、

速やかにオープンラボを原状に回復し、明け渡さなければならない。
　（雑則）
第12条　この要項に定めるもののほか、オープンラボの実施に関し必要な事項は、センター長が定め

る。
　　附　則
　この要項は、平成19年6月14日から実施する。
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