
今日の発表： 
 医療と環境・エネルギーの社会ニーズ（科技基本計画）
 帝京大学JPCの役割：産学連携から社会貢献へ
 JPCの体制と事業計画
 JPC研究コアの狙いと成果、研究開発例の紹介

 帝京大学JPC活動の今後

「帝京大学JPCの役割と今後の計画」 

江口邦久 
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【達成目標】 

 国民が心身ともに健康で、豊かさや、生きていることの充実感を享受できる
社会（国民目線！） 

【重要施策】 

ⅰ）革新的な予防法の開発  

ⅱ）新しい早期診断法の開発：早期診断、新マーカーの探索・同定 

ⅲ）安全で有効性の高い治療： 

 放射線治療機器、ロボット手術機器等、内視鏡と治療薬の融合 

 遠隔診断、遠隔治療技術、画像情報処理技術 

 iＰＳ細胞/ＥＳ細胞/体性幹細胞等の体内外での細胞増殖・分化技術  

ⅳ）高齢者、障害者、患者の生活の質（ＱＯＬ）の向上 

【推進方策】 

 レギュラトリサイエンス強化 ⇒ 医薬品・医療機器の審査指針・基準策定 

 医薬品及び医療機器承認審査の迅速かつ効率化 ⇒ 体制整備・強化 

 新創薬や医療機器実用化の加速 ⇒ 創薬・医療技術支援基盤の整備 

 医薬品・医療機器の臨床研究と治験の一体化制度の導入検討 

 国際標準に基づく臨床研究の実施  
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【達成目標】 CO2削減！ 

 先駆けた環境・エネルギー先進国 

 持続可能な自然共生社会・循環型社会と豊かな国民生活 

【重要施策】 大学、公的研究機関、産業界との連携、協力 

ⅰ）安定的なエネルギー供給と低炭素化 

① 再生可能エネルギー：太陽光/バイオマス利用/風力/小水力/地熱/潮力・波
力発電、他 宇宙太陽光発電、藻類バイオマスなど 

② 自律分散エネルギーシステム：燃料電池・蓄電池等、水素供給システム、超電
導送電、スマートグリッド、他 石炭ガス化複合発電等 

ⅱ）エネルギー利用の高効率化及びスマート化 

① 民生（家庭、業務）及び運輸部門の一層の低炭素化 

② パワー半導体、ナノカーボン材料等 

ⅲ）社会インフラのグリーン化 

【推進方策】 

 バイオ燃料に関する温室効果ガス排出削減基準等の持続可能性基準の設定
や自動車燃費基準の改定など ⇒ バイオディーゼル＆ガソリンの導入 
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⇒ 生活・環境・エネルギーのバランス！ 
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帝京大学JPCの主な事業方針： 

目標：産業界への技術供与、大学の社会貢献など 

研究の重点化 

  ⇒ 医工技術の活用・先進化、環境・エネルギーのエコ戦略など 

産学連携による実用化・製品化の実現 

  ⇒ 産業分野への“知力”の活用 

◆先進・先端技術に係る特許出願、知的財産の蓄積 

本センターは、未来に進むべき道に向かって、グローバ
ルな医工の英知と豊かな創造力を活かし、我が国の社
会生活を支えていく一役を担う（建学の精神！） 
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プロジェクト窓口 
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2010年4月帝京大学JPC設立 
産学連携R&Dプログラム企画・経営 
主な分野：医療、環境・エネルギー 
研究コアの具備すべき条件： 
  クラスタ、外部資金、ビジネス化 
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1960年 1970年 1980年 1990年 2000年 2010年 

勤勉で安 
い労働力 

優れた 
生産力 

独創的な 
企画力 

●プロジェクト提案 
●技術マネージメント 

バブル崩壊 

高度成長 
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予算年度（FY） FY22 FY23 FY24 F25

研究コア１（共研） 第1ﾌｪｰｽﾞ：試作評価・適用試験

人工鼻フィルタ開発 第2ﾌｪｰｽﾞ：量産化・薬事認証・臨床実証・販売 ・設計・製造に係る

（JPC　江口） 　データベース構築

※ファーレックスとの共開

研究コア２（国ﾌﾟﾛ） 調査

人工呼吸器開発 経産省実証事業「人工呼吸器の開発」性能評価

（JPC　江口） ※2011年度：安全管理支援ｼｽﾃﾑ開発に限定

※三五の再委託研究

研究コア３（FS） 調査

血管系治療支援CFD 画像解析・ﾓﾃﾞﾙ解析

（JPC　田沼） モデル改良解析 総合評価

※東北大/東大等の協力

研究コア４（共研） 調査

エネ機械高性能化設計 小型モデル試作試験 （比較検証）

（JPC　田沼） （都産技研設備利用） モデル改良解析 総合評価

※東芝との共研

研究コア５（FS） 性能試験

バイオディーゼルエンジン バイオ燃料エンジン試験

(理工学部機械　森） ※実験場整備・運用 ※市販バイオ燃料調査 藻類等バイオ燃料適用試験

※小山市プロジェクト協力

研究コア６（FS） 調査

Bone Chipper開発 ﾓﾃﾞﾙ試作試験

（医学部整形　松下） 試作改良・臨床実証・薬事承認・製品化・販売

※ﾅｶｼﾏﾒﾃﾞｨｶﾙの協力

研究コア７（FS）

プラスマローゲン研究 計画検討・提案

（医学部生化学　前場） 臨床実証・実用化・事業化

※旭化成/ADEKAとの共研
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研究コア名 狙いと期待成果 

１．人工鼻フィルタの開発  従来の輸入品に比して加温・加湿性を向上でき、かつ実
用化と量産化の技術的な見通しの達成 

２．人工呼吸器：安全管理支
援システム開発評価  

人工呼吸器に係る医療事故・ヒヤリ・ハットをなくすため、
医療現場での開発システムの有用性、利便性の実証 

３．CFDとモデル空力実験によ
るエネルギー機械システムの
高性能化 

CFDシミュレーション、都産技研小型モデル実験、実機実
証試験との連携により、発電用蒸気タービン&ガスタービ
ンの性能向上（高効率化など） 

４．ディーゼルエンジンの 
  燃料多様性と健康影響 

実機エンジンを用いたバイオ燃料ベンチ試験により、そ
の排ガスの健康影響調査と、将来課題の発掘 

５．血管壁に加わる流体せん 
  断応力と引張応力の評価 

脳動脈瘤に起因する出血のリスク評価法と、臨床適用の
血流流体・血管壁構造解析手法の確立 

６．Bone Chipper（骨粉砕機） 
  の開発 

骨折治療の偽関節粉砕術に用いるノミとハンマに代って、
手術時間の短縮により患者・医師の負担軽減を図る空
圧式BCの試作開発 

７．プラスマローゲン（Ｐｌｓ）の 
  研究 

新しい血液バイオマーカーPlsの臨床実証を行い、体内
Pls増加剤（機能性食材）の開発 
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熱と水分の回収 
⇒ 再生機能 



ロンビック駆動 
² 形エンジン 

加 熱 

冷却・放熱 

スターリングエンジンの熱再生 Eguchi, K. 
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熱再生 人工鼻： 
熱・水分再生 

工学的設計 
アプローチ 



人工鼻の蓄熱・蒸散の向上 Eguchi, K. 
2012JPN 
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   ③ PU密度 高 ／ CaCl2 

   ① PU密度 高 ／ 含浸なし 

   ② PU密度 中 ／ NaCl 

静電フィルタ 

■蒸散の向上 

 潮解利用：塩カルを乾燥ガスの回路側（第3層） 

⇒ 低温での蒸散アップ 

 塩化ナトリウムを塩カルより患者側（第2層）  

  ⇒ 顕熱による蒸散アップ 

■蓄熱の向上 

 患者側に高密度PUフォーム（第１層） 

  ⇒ 呼気の顕熱を効率よく蓄熱 

 回路側に塩カル含浸の高密度PU（第3層） 

  ⇒ 水和反応熱の蓄熱（吸熱反応） 

患者側 

回路側 

呼気流 

吸気流 

狙い：高い加湿・加温！ 

ｽﾀｰﾘﾝｸﾞ再生概念： 
●階層構造の適用 



経産省：医工連携プロジェクト推進 Eguchi, K. 
2012JPN 

Teikyo JPC 

課題解決型医療機器の開発・改良に向けた病院・企業間の連携支援事業 
平成22年度補正予算：３０億円（36件） 
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人工呼吸器のシステム開発協力例 Eguchi, K. 
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【研究実施機関】 
ファーレックス 

担当：人工鼻ホルダ 
 
 
 
 
 
 
 
 

【研究実施機関】 
アコマ医科工業 
担当：呼吸回路 

 
 
 
 
 
 
 
 

【研究実施機関】 
スカイネット 

担当：呼吸ｾﾝｻ 
ｶﾌ圧ｺﾝﾄﾛｰﾗ ICﾀｸﾞ管理 

○副総括研究代表者 
 
 
 
 
 

【研究実施機関】 
アイビジョン 

担当：安全管理支援 
ﾓﾆﾀ 

 
 
 
 
 
 
 

【事業管理機関】 
(株)三五 

担当：支持アーム 
◎総括研究代表者 

呼吸回路 

トヨタ系マフラーメーカ 排気系部品 

温湿度 
センサ 

ICタグ 
管理 人工呼吸器 

人工鼻 
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※経産省医工連携実証事業：平成22年度課題解決型医療機器の開発・改良に向けた病院・企業間の連携支援事業 

経産省医工連携研究テーマ 

『人工呼吸器に関する医療事故を防止するための安全管理支援システムの開発』 

【研究実施機関】 
帝京大学 

担当：性能評価 
 
 
 
 
 
 
 
 手術室 

再委託 
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【短期戦略】 
○ JPC研究コア（3年）、ポストJPC（中長期構想）の骨格づくり！ 

＜医療分野＞ 厚労省、経産省、文科省 

多品種・少量の医療技術開発の取組み！（医師と連携、薬事法等） 
①人工鼻、人工呼吸器、②脳動脈瘤・鼻腔気流のCFD解析、③Bone 
Chipper（骨粉砕機）、④プラスマローゲン分析、⑤機能性食材：腔内炎、
腎不全などへの対応 他 

＜環境・エネルギー分野＞ 経産省、環境省、国交省、文科省 

国益に寄与するよう産官学連携ベースで推進すべき研究開発！ 
⑥蒸気タービン効率アップのCFD解析）、⑦ディーゼル排ガス浄化・燃料
多様化（バイオ、LNGなど） 他 

さて、短いレールと輸送列車は、どのようなものであるべきか？ 
大学教育・研究、企業ビジネスへの利益還元（Payback）はどんなものか？ 

ライフ＆グリーンイノベーション推進絡み、中長期へのスクリーニング！ 



帝京大学JPC活動の今後② Eguchi, K. 
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【中長期戦略】 
 産学官連携（共存）と、広い知的基盤と専門性が求められる先端総合

研究機構（仮称：先端総研）へ進む・・・5～10年計画か？ 

 社会ニーズを踏まえた基本方針と将来計画づくり 
 将来構想の実現に欠かせない資源（人材・もの）の確保 

例えば、具体的に考えると 
① 内外に参集を呼びかけ、研究会などにより構想検討を始める？ 
② 現在の産学連携、医工連携がうまく進まない理由は何か、実績例を挙

げて分析し、将来へ向け時流に見合う体制と計画づくりに努力を払う
べきか？ 

③ 311原発被害を踏まえ、環境・エネルギーのシナリオづくりの必要は？ 

では、長いレール（ロードマップ）と輸送列車は、どうあるべきか？ 



H24年度外部招聘一覧 Eguchi, K. 
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※今後も必要に応じ、外部招聘、および内部レビューアの招聘を行う。 

役　職 氏　名 所　属 委嘱期間 専 門 分 野

外部評価委員 磨田　裕
埼玉医科大学国際医療センター
麻酔科　教授

平成22年4月
～平成25年3月

人工鼻・人工呼吸器

同　上 内野　博之
東京医科大学麻酔科学講座
主任教授

平成24年4月
～平成25年3月

人工鼻・人工呼吸器

非常勤客員教授 岸本　健
国士舘大学理工学部
機械系　主任教授

平成.22年4月
～平成25年3月

熱工学
熱・物質移動

同　上 中西　穂高
東工大産学連携推進本部
本部長代理・教授

平成24年1月
～平成25年3月

企画戦略、知財管理
組織体制づくり

外部協力員 平林　剛
東京医科大学
八王子医療センター　講師

平成22年4月
～平成25年3月

人工鼻開発
小児麻酔

同　上 神戸　正純
新日本空調（株）技術研究所
主席研究員

平成22年4月
～平成25年3月

人工鼻開発
熱・物質移動



おわりに Eguchi, K. 
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今後とも、帝京大JPC活動へのご支援とご協
力を頂けること、慎んでお願い申し上げます。 

ご清聴有難とうございました。 

ご来場の皆様へ 
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