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特許情報
■出願済

consumer

人工赤血球の新しい製造法と利用法

産学連携の希望
■ライセンス
■共同研究

http://www.waseda.jp/tlo/jpn/seeds/data/h-sakai01.html

medical

技術概要
日本の献血 - 輸血システムの安全性は世界最高水準にあり、医療と健康福祉に多大の貢献をしている。しかし、感染の可能性、
過誤による血液型不一致、保存期限が 3 週間と短く災害や有事の危機管理体制に不安を残している。また、少子高齢化により血液
の需給バランスが崩れつつある。人工赤血球 ( ヘモグロビン小胞体 ) は、これらの問題を改善する新しい製剤としてその実現が期

electronics

待されている。申請者らは、期限切れ赤血球からの Hb 精製、Hb の効率の高い内包法の確立、脂質膜の構成成分の改良、投与
実験により有効性と安全性を検討し、結果をフィードバックさせ現行の製剤を確立した。GMP 製造法を確立させて、実用化を目指
す段階にある。人工赤血球の基本的な調製法、物性解析法、および膨大な動物投与試験結果を保有している。製造法および用途
について特許を保有している。

material

本技術の市場と市場ニーズの詳細
本技術に関する研究は、期限切れ血液に最も多く含まれる Hb の有効利用の観点から政策的に始まった。期限切れ赤血球は諸工程を経て、
感染源を含まず、血液型が無く、長期保存に耐え、輸血治療を「補完」する人工赤血球製剤に「再生」される。また、輸血では対応の出来
ない疾患や外科的処置、Unmet Medical Needs への対応も期待さている。本研究は、日本発の革新的医薬品として人工赤血球の早期実用化
を目指すことを目的としている。本製剤は将来起こりうる大規模災害や有事、遠隔地医療における緊急対応、新しい酸素治療法、国際貢献に

others

も幅広い治療手段を提供できるものと考えている。獣医領域でも輸血を日必要とする治療が多く、期待されている。

既存技術と比較した優位性、独創性など
欧米で先行した修飾 Hb 溶液系は、内因性 NO を急激に捕捉するため、血管収縮や心筋毒性などの副作用や、死亡率が高くなることが
JAMA 誌 (2008) に報告され、米国 NIH-Workshop でも議論された。対して Hb 小胞体はこの副作用を脂質膜で遮蔽できる。また、Hb 小胞
体の脂質膜は優れた生体適合性を有している。Hb 小胞体は微粒子 (250nm) 分散液であるため、膠質浸透圧を持たず、Hb 濃度を 10g/dL に
まで高めることができる。また酸素親和度はアロステリック因子によって血液と同等の値に調節ができる。これまでに医薬工の研究者が連携し、
効能と安全性に関する研究を実施し、成果は全て公表している。企業主導の密室的な評価法とは異なる。

既存又は想定される用途
Ａ．輸血代替

① 出血性ショック蘇生液、術中出血における輸液、

			

② 体外循環回路 ( 人工心肺 ) 補填液 ( 緊急時、希少血液型患者、宗教的な理由で輸血を拒否する患者、また献

		

血輸血システムが充実していない諸国への国際貢献 )

Ｂ．酸素治療薬

①心筋梗塞

② 脳梗塞

③ 虚血肢などの虚血性疾患

Ｃ．その他

① 臓器保存液

			

③ 愛玩動物 ( イヌ、ネコなど ) に対する輸血治療剤

④ がん放射線治療の際の酸素治療薬

⑤ 創傷治癒

② 再生医療の体外組織培養における酸素供給源
④ 一酸化炭素（CO ガス ) 治療剤

⑤ 実験用試薬

技術の開発段階
製造方法をほぼ確立し、動物投与試験により有効性と安全性を詳細に検討した。GMP 製造法を確立させて実用化を目指す段階にある。

競合製品、技術
Hb を PEG 修飾した溶液系 Hemospan (Sangart Inc., USA) が開発されている。酸素親和度が高く酸素を放出し難いこと、また PEG 修飾によ
って膠質浸透圧が異常に高くなるため Hb 濃度が僅か 4g/dL に留まることから、十分な酸素運搬効果が得られていない。代用血漿剤としての
意味合いが強い。

問題点など ⇒ ヒト血液由来のヘモグロビンを用いるため、特定生物製剤に分類されるので、管理を厳重に行なう必要がある。
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http://www.waseda.jp/tlo/jpn/seeds/data/h-sakai01.html

(in Japanese)

PATENT STATUS
■ Pat. or Pending

consumer

New Production Method and Applications of
Artificial Red Cells

WISH COOPERATION
■ License
■ Joint reserch

Samples Available?

Description

Samples of artificial red cells are available with MTA or CRA.

medical

The blood donation and transfusion system in Japan is in the world’s highest standard and has contributed to the health and welfare.
However, it has the problems such as possibility of infection, blood type mismatching, and short preservation period of only 3 weeks in
Japan. Declining birthrate and aging population might induce the unbalance of supply and demand of donated blood. Artificial Red Cells
(hemoglobin-vesicles) are expected to solve these problems. We established the production method of artificial red cells (hemoglobin

electronics

purification, encapsulation, lipid formulation, etc.) and confirmed the safety and efficacy in animal models (rodents, pigs, dogs, monkeys).
Now is the time to produce the artificial red cells under a GMP standard, and test the safety and efficacy in a clinical stage.

Relevant Market Needs
This research of artificial red cells was politically started for the recycling of hemoglobin in unused outdated donated blood. The outdated
blood is regenerated as artificial red cells that do not contain blood type antigen and pathogen, and can be stored for years at room tem-

material

perature. Artificial red cells can sustain the blood transfusion system. Moreover, they can be utilized in surgical operations for diseases
which blood transfusion does not work. Artificial red cells can be used for emergency situations of disaster, conflict, and in distant places
and developed countries. Artificial blood is also expected to be utilized in veterinary medicine.

Value Proposition
others

Chemically modified hemoglobin solutions had been developed and evaluated in clinical stages. However, higher incidences of vasoconstriction, heart failure, and death were disclosed (JAMA 2008), and discussed in US NIH workshop. On the other hand, our artificial red cells
encapsulating hemoglobin in liposomes can shield all the toxic effects of hemoglobin. The liposomal membrane has utmost biocompatibility. Because of dispersion of small particles (250 nm), the fluid does not have a colloid osmotic pressure, and the hemoglobin concentration can be increased to 10 g/dL. Co-encapsulation of an allosteric effector can adjust the oxygen affinity of hemoglobin vesicles. So far
our academic consortium of researchers has clarified safety and efficacy of the materials, and all are disclosed in academic peer-reviewed
journals. This style is different from a company-driven research and developments.

Existing & possible applications
A ) Transfusion alternatives ; i) resuscitative fluid,

ii) priming fluid for extracorporeal circulation system (international contribution

		 to countries with insufficient blood transfusion system).
B ) Oxygen therapeutics
C ) Others

:

:

i) Ischemia,

ii) stroke,

i) organ preservation

iii) photosensitization for cancer therapy.
ii) oxygen carrier for regenerative medicine,

iii) transfusion alternative in veterinary medicine,

Development Status

iv) CO gas carrier,

v) experimental use

Production procedure is mostly established, and safety and efficacy are studied in detail. It is ready to start GMP production and

clinical

studies.

Competition
PEG modified hemoglobin (Hemospan, Sangart Inc., USA) is now under clinical trial. Because of PEG-modification, it has a high oxygen affinity, low Hb content (4 g/dL) and a high colloid osmotic pressure. These characteristics lowers the oxygen carrying capacity of the product.

Issues & Concerns ⇒ The product will be categorized as a blood product, and its production and usage should be regulated
by specific guidelines.

Technology Offers 2012
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① ぺプチド性薬物担体
② コラーゲン結合高分子に対する阻害剤取得のための
高スループットスクリーニング法 http://www.chem.waseda.ac.jp/koide/

特許情報
■出願済：①
■未出願：②

産学連携の希望
■ライセンス
■共同研究

medical

技術概要
① ぺプチド性薬物担体：ステルス性と高い尿排泄性を兼ね備えた、コラーゲン様３重らせん構造を特徴とするペプチド性薬物担体。
② コラーゲン結合高分子に対する阻害剤取得のための高スループットスクリーニング法：
タンパク質や多糖とコラーゲンとの特異的な結合を阻害する物質のスクリーニング法。コラーゲンの細線維形成に伴う吸光
度の増加測定に基づく。

electronics

本技術の市場と市場ニーズの詳細
① 医薬品開発、特にドラッグデリバリーシステム
② 医薬品開発、特にリード化合物のスクリーニング

material

既存技術と比較した優位性、独創性など
① 臓器移行性が低く、血液指向性が高い。低抗原性と高い安定性
② マルチウェルフォーマットで実施でき高スループット。安価、B/F 分離および標識が不要。様々な標的分子に対して共通の
others

フォーマットで実施できる。

既存又は想定される用途
① 薬品の動態特性の改善。血中酸化ストレス診断薬など。
② 抗線維化薬（HSP47 阻害剤）、ヘパリンアンタゴニスト（プロタミン類似）などコラーゲン結合分子を標的とした薬物候補化
合物の探索

技術の開発段階
① 基礎研究
② 確立済み。スクリーニング実施中

競合製品、技術
特になし
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PATENT STATUS
■ (1) Pat. or Pending
■ (2) None

consumer

(1) Peptidic drug carriers
(2) High-throughput screening to obtain inhibitors for collagenbinding macromolecules
http://www.chem.waseda.ac.jp/koide/

WISH COOPERATION
■ License
■ Joint reserch
Samples Available?

Description

Inquiry

medical

(1) Peptidic drug carriers: Based on the collagen-like stable triple-helical structure. Stealth in the blood stream, and
high urinary excretion.

electronics

(2) High-throughput screening: Based on the optical measurement of collagen fibril-formation in vitro. To obtain inhibitors of various collagen-binding macromolecules including proteins and polysaccharides.

Relevant Market Needs
(1) Drug development. Especially, drug-delivery system.
material

(2) Drug development. Especially, early stage high-throughput screening.

others

Value Proposition
(1) Low tissue distribution, high blood distribution and urinary excretion. Low immunogenicity and high biostability.
(2) High throughput based on the 384-well format. Less expensive. Free from B/F separation and molecular labeling. 	
The same assay format can be used for a variety of target molecules.

Existing & possible applications
(1) Improvement of pharmacokinetic profiles of existing drugs. In vivo monitoring of oxidizing stress.
(2) Screening of a drug candidates i.e. anti-fibrotics (HSP47 inhibitor), heparin antagonists (protamine surrogates) etc.

Development Status
(1) Basic research.
(2) Actual screenings in progress.

Competition
None

Technology Offers 2012
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consumer

ガンマ線の３次元・高精度可視化技術
http://www.spxg-lab.phys.waseda.ac.jp/pdf/DOI_IEEE_Kishimoto.pdf
http://www.spxg-lab.phys.waseda.ac.jp/pdf/Kishimoto_sentan.pdf

特許情報
■出願済
産学連携の希望
■ライセンス
■共同研究

medical

技術概要
可視光に比べ、ガンマ線のイメージング技術は大きく後れを取っている。通常ガンマ線は密度が大きく厚い物質（シンチレータ）
で一旦可視光に変換されるが、現状ではシンチレータ内部のガンマ線吸収位置が正確にわからない。そのため X 線 CT などに比べ、
PET（陽電子断層撮影）の解像度は 5mm 程度と著しく劣るが、もしガンマ線の吸収位置を「3 次元的に」「1mm の精度で」決定
することができれば、サブミリ解像度の実現が期待できる。本技術は、近年開発されたガイガーモード APD 素子（MPPC）2 枚で

electronics

微細シンチレータをサンドイッチし、上下の光量比を取ることで 3 次元的にガンマ線位置を決定する。MPPC は磁場に不感かつ高
速応答を示すため、次世代 PET 技術が目指す MRI-PET, TOF-PET などへの展開も期待できる。シンチレータの高い感度を損なうこ
となく、簡単に高解像度 (1mm 以下 ) を実現する技術として、PET などの先端医療は勿論、環境測定型ガンマ線カメラなどへの応
用も可能である。

material

本技術の市場と市場ニーズの詳細
従来の PET 装置では、とくに視野端において、取得イメージが大きく歪む。これはガンマ線の吸収位置不定性 (Depth of Interaction: DOI) によるものだが、本技術では全視野で一様かつ高精度のイメージが取得できる。半導体光センサーは非常にコンパク
トかつ少数で構成されるため、読み出しエレクトロニクスも単純で製品化への障壁が低い。さらに、センサーのコンパクトさを生

others

かせば術中でも診断可能な PET プローブなどの開発も期待でき、また環境ガンマカメラとしては、従来の「重くて精度の悪い」ガ
ンマカメラの常識を打ち破る小型軽量性を実現することができる。

既存技術と比較した優位性、独創性など
ガンマ線の吸収位置を 3 次元的にもとめるものとして、X’tal Cube 検出器 (Mitsuishi et al. IEEE NSS Conf Rec. pp 3093-3096,
2010)) が提案されているが、シンチレータを 6 面で読み出すため、多数のシンチレータを隙間なくガントリーに組み上げる PET へ
の応用に適さない。本技術は、上下 2 面読み出しで最小限かつ簡単に３次元位置情報を得ることが可能で、モジュール化や拡張
が極めて簡単に行える。究極的に得られる解像度も、上記 X’tal Cube より優れている。

既存又は想定される用途
PET 装置、小型環境ガンマカメラ

技術の開発段階
技術実証に成功
環境ガンマカメラについては、製品化を進めている。

競合製品、技術
特になし
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http://www.spxg-lab.phys.waseda.ac.jp/pdf/DOI_IEEE_Kishimoto.pdf
http://www.spxg-lab.phys.waseda.ac.jp/pdf/Kishimoto_sentan.pdf (in Japanese)

PATENT STATUS
■ Pat. or Pending

consumer

A novel technique for high-resolution
“3D” gamma-ray imaging

WISH COOPERATION
■ License
■ Joint reserch

medical

Description
We are proposing a novel design for a module with depth of interaction (DOI) capability for gamma rays by measuring the pulse-height ratio of double-sided Multi-Pixel Photon Counters (MPPCs) coupled at both ends of a scintillation crystal block. Thanks to newly developed monolithic MPPC arrays consisting of 4x4 channels with a three-side

electronics

buttable package, the module is very thin and compact, thereby enabling less dead space between each module
when arranged into a fully designed gantry. We demonstrated that the 3-D position of each scintillator pixel is clearly
distinguished with spatial uncertainties of less than 1 mm, when illuminated by 662 keV gamma rays. Our proposed
method is simple and offers promise in achieving both excellent spatial and energy resolutions for future medical
imaging, particularly in positron emission tomography (PET). Moreover, this technique is useful for improving the
resolution of a gamma-camera which takes an image at point -blank range and has the significant effect of parallax

material

error.

Relevant Market Needs
others

Various applications to next-generation PET scanners, such as DOI (Depth of Interaction)-PET, MRI (Magnetic Resonance Imaging)-PET, and TOF(Time of Flight) PET.
Compact gamma-camera for environmental use.

Value Proposition
Very compact, easy to achieve high-resolution image of 3D position of incident gamma-rays. For comparison, X’tal
cube (Mitsuishi et al. IEEE NSS Conf Rec. pp 3093-3096, 2010), which is also proposed to achieve 1mm 3D resolution
using MPPC, reads scintillation light signals from all 6-sides of each scintillator block, which can be reduced into only
2-sides (i.e., top and bottom) in our case. Moreover, an ultimate resolution that can be achieved with our sensor is
better than X’tal cube.

Existing & possible applications
PET scanner, portable gamma-camera

Development Status
Laboratory test, performance demonstration.
Under development of a proto-type gamma-camera with a manufacturer.

Technology Offers 2012
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アンチエイジング物質のスクリーニング技術
http://www.f.waseda.jp/takuya/index.html

特許情報
■出願済
産学連携の希望
■ライセンス
■共同研究

medical

技術概要
老化は、生活習慣病やガンなどの主要な危険因子であり、その制御法の開発は様々な疾患の治療薬や健康補助食品開発等に応
用可能である。我々は、レポーターアッセイ技術を利用したアンチエイジング作用の簡便な評価系および新規候補物質探索系を
開発した。この方法をもちいることで評価および探索に必要な時間と費用を大幅に縮小できる。本技術は、我々が同定した長寿関
連転写因子結合配列 (DFCR-RE) を基礎として、その配列をレポーター遺伝子の上流に組み込むことで、候補物質の効果予測を in

electronics

vitro および in vivo において実施可能な技術である。

本技術の市場と市場ニーズの詳細
アンチエイジング分野に関連する、医薬品、化粧品、食品、農産物などの開発。中国やインドなど今後高齢化を向かえる新興国
material

向けに商品開発が成功すれば、その効果・ニーズは非常に大きい。また、ペットフードの開発などヒト以外が摂取するアンチエイ
ジング物質の開発にも応用可能であると考えられる。

others

既存技術と比較した優位性、独創性など
アンチエイジング効果を評価するためには、マウスをもちいた実験においても通常年単位の期間が必要であるが、本法は数日
から数週間程度でその効果の予測が可能である。本法は特定の分子を標的とした Target アプローチではなく、抗老化に関連する
Pathway あるいは Phenotype を標的としており、これまでにない新たな作用をもつ新規アンチエイジング物質の同定が期待される。

既存又は想定される用途
アンチエイジング化粧品、機能性食品等の開発
・農産物の品種改良、ペットフード開発など
・既存のシーズの評価および新規物質の探索

技術の開発段階
スクリーニング用の培養細胞・トランスジェニックマウスを開発済み

競合製品、技術
サーチュイン活性化剤の探索技術
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PATENT STATUS
■ Pat. or Pending

consumer

Screening system for anti-aging chemicals

WISH COOPERATION

http://www.f.waseda.jp/takuya/index.html (in Japanese)

■ License
■ Joint reserch
Samples Available?
Inquiry

medical

Description

We developed the reporter bioassay systems to screen anti-aging chemicals which mimick beneficial effects of
calorie restriction. Recent drug discovery efforts have utilized high throughput screening (HTS) of large chemical
libraries to identify compounds that modify the activity of discrete molecular targets. The molecular target approach

electronics

requires that the structure of target molecules, and an understanding of their physiological functions, is known. This
approach to drug discovery may, however, limit the identification of novel drugs. As an alternative, the phenotypicor pathway-screening approach to drug discovery is gaining popularity, particularly in the academic sector. This approach not only provides the opportunity to identify promising drug candidates, but also enables novel information
regarding biological pathways to be unveiled. Reporter assays are a powerful tool for the phenotypic screening of
compound libraries. Of the various reporter genes that can be used in such assays, those encoding secreted proteins

material

enable the screening of hit molecules in both living cells and animals. Cell- and animal-based screens enable simultaneous evaluation of drug metabolism or toxicity with biological activity. Therefore, drug candidates identified in
these screens may have increased biological efficacy and a lower risk of side effects in humans.

others

Relevant Market Needs
Anti-aging cosmetics and food products etc.

Value Proposition
Rapid and easy screening.

Existing & possible applications
Evaluation and development of anti-aging chemicals.

Development Status
Cell lines and transgenic mice are available.

Competition
Sirtuin activator screening system.

Technology Offers 2012
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非天然ピリジン系有機化合物群
www.chem.waseda.ac.jp/kanomata/index-j.html

特許情報
■出願済
産学連携の希望
■ライセンス
■共同研究

medical

技術概要
面不斉ピリジノファンは、芳香族環であるピリジンの両端に炭素架橋鎖のストラップをかけた、特異な構造を有する分子群である。
我々はこれらの化合物を効率的に不斉合成し、様々な不斉反応への適用を探ることで、面不斉ピリジノファン独自の不斉反応場を
構築することを目的として研究を行っている。本技術は面不斉ピリジンを１つないし複数有する光学活性有機化合物群として提供す
るものである。

electronics

本技術の市場と市場ニーズの詳細
キラルビルディングブロックとしての不斉素子は数多く存在するものの、面不斉を不斉源とする立体選択的な反応は、他のものと
material

比べてあまり研究例は多くない。我々は独自に開発した異性化晶出法を基に面不斉ピリジンを合成する手法を構築し、様々な面不
斉化合物の合成と新規化合物群の創製を行っている。これらの化合物群で提供する光学活性ピリジンにより、新たな反応開発用不
斉配位子や生物活性試料としてのニーズが想定される。

others

既存技術と比較した優位性、独創性など
光学活性ピリジンとして知られているものの多くは、ピリジン環に不斉炭素を持つ置換基を導入したものである。本技術で提供さ
れる光学活性ピリジンは、ピリジノファンと呼ばれる面不斉ピリジンであり、アンサ鎖（ピリジノファン架橋鎖）によって起因される
分子不斉を有する。この構造はピリジン環の片面を遮蔽する三次元構造を有しており、我々の技術開発により、これまでにはない
ユニークな光学活性非天然ピリジンの提供が可能である。

既存又は想定される用途
ピリジノファン誘導体のユニークな性質は新規な生物活性源やプローブとして利用できる可能性を有している。これらの通常とは
違う反応性や選択性は興味深く、生物複合体としての利用が期待できると考える。
・面不斉素子を部分構造に組み込んだ改変タンパク質合成、DNA 結合調節能を中心とする新機能を引き出すためのツールとし
ての用途などが考えられる。
・各種生物活性試験用の低分子ライブラリーとして利用可能である。

技術の開発段階
フィージビリティースタディの段階

競合製品、技術
特になし

問題点など ⇒ 市販品の合成中間体が販売されていないため、化合物提供までに時間を要する。
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PATENT STATUS
■ Pat. or Pending

consumer

Non-natural pyridinoid organic compounds

WISH COOPERATION

www.chem.waseda.ac.jp/kanomata/index-j.html （in Japanese）

■ License
■ Joint reserch
Samples Available?
Inquiry

medical

Description

Planar-chiral pyridinophanes are a molecular group having the unique structure which covered the strap of the carbon cross-bridges over the both ends of pyridines.  Through the efficient asymmetric synthesis of these compounds,
we have explored the application of various their reactions.  The study is designed to build an original asymmetric

electronics

reaction field by planar-chiral pyridinophanes. This technique is intended to provide a group of optically active organic compounds having one or more planar-chiral pyridines.

Relevant Market Needs
Although many chiral auxiliaries as chiral building blocks exist, compared with other studies seldom has many stematerial

reoselective reactions, which set planar-chiral molecules to the chiral sources.  We built the synthesis of planar chiral
pyridines based on the Isomerization-crystallization method that we developed originally, and perform the synthesis
of various aspect asymmetry compounds and a product made in of the new compound group wound. The following
needs are assumed by optically active pyridines from these compound groups: (1) chiral ligand for a new reaction

others

development, (2) bioactive pharmaceuticals intermediate.

Value Proposition
Most of the known optically active pyridine introduced a substituent having asymmetric carbon into a pyridine ring.
Optically active pyridine of this technique is planar chiral pyridine called pyridinophan. It has molecular asymmetry
caused by ansa bridge (pyridinophan cross-bridge), and this structure has a three-dimensional structure to cover
one side of the pyridine ring. By this technique, it is possible to provide a unique optically active non-natural pyridine ever.

Existing & possible applications
i) The unique property of pyridinophan derivatives has the potential to be used as a probe and a novel bio-active
source.
These usually different reactivity and selectivity are interesting, and it could be used as a biological complex.
ii) A modified protein incorporates a planar chiral element  to partial structure,which could be used as a modifier to
bring out the ability to bind DNA.
iii) It could be  available as small-molecule libraries for various kinds of biological activity testing.

Development Status
Basic research.
Issues & Concerns ⇒ Since the synthetic intermediate is not commercially available, it takes time to provide the compound.

Technology Offers 2012
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特許情報
■出願済

consumer

抗リーシュマニア剤
http://www.chem.waseda.ac.jp/nakao/

産学連携の希望
■ライセンス
■共同研究

medical

技術概要
海綿等の海洋無脊椎動物は未開拓の低分子化合物の宝庫であり、その多くは共生微生物によって生合成されている。共生微生
物は一般に培養が極めて困難なため、製薬企業が所有する培養微生物抽出物ライブラリーと一線を画するユニークな低分子化合
物の探索源となる。
一方、マラリアをはじめとする原虫感染症対策は既存の薬剤に対する耐性を持つ原虫や媒介昆虫の出現により、新たな薬剤の開

electronics

発が国際的に急務となっている。そこで新たな抗原虫剤の開発を目指して、海洋無脊椎動物から抗原虫化合物の探索を行った。
海洋無脊椎動物抽出物ライブラリーを対象とし、マラリア、トリパノソーマ、リーシュマニア等の熱帯伝染病の原因となる原虫に
対する抗原虫作用を指標として、これらの疾病に対する薬剤リード化合物を探索した。その結果、鹿児島県沖の水深 150 ｍの海底
火山から採集した腔腸動物から、低毒性で顕著な抗リーシュマニア活性を有する新規化合物クリスタキセニシンA を見出した。

material

本技術の市場と市場ニーズの詳細
リーシュマニア症は発展途上国に広く分布し、全世界で約 1200 万人の患者がいるとされている。その治療には、すべての病型
に対して五価アンチモン化合物が使用されているが副作用が強く、近年ではアンチモン耐性株も出現している。医療設備が不備な
地域でも、安全で安価に経口あるいは塗布する薬剤が望まれている。

others

既存技術と比較した優位性、独創性など
現在最も有望な治療薬、アムホテリシンB の効果と比べて同等であり、且つ細胞毒性が低い。

既存又は想定される用途
抗リーシュマニア剤、又は、抗原虫感染症薬のリード化合物

技術の開発段階
in vitro 実験終了、動物実験実施中

競合製品、技術
第一選択薬：アンチモン剤の Glucantime や Pentostam、第二選択薬：アンフォテリシンB など、経口剤として Miltefosine が最
近出現

問題点など ⇒ 当該化合物の最適化と大量合成
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(in Japanese)

PATENT STATUS
■ Pat. or Pending

consumer

Anti-Protozoan Drug Leads From
the Marine Invertebrates

WISH COOPERATION
■ License
■ Joint reserch
Samples Available?

Description

Inquiry

medical

Sponges and other marine invertebrates are a wealth of characteristic small molecules and many of which are biosynthesized by symbiotic microorganisms. Generally, symbiotic microorganisms are thought to be extremely difficult in culture, so they become the source of unique small molecules apart from the microbial culture extract library

electronics

widely used in the pharmaceutical companies.
On the other hand, new treatments against infectious diseases such as malaria have become an international imperative because of the emergence of insect vectors or parasites resistant to existing drugs. Aiming to develop new
anti-protozoan drugs, we performed exploratory research for anti-protozoan activity of marine natural products.
Anti-protozoan activity was an indicator for tropical parasites that cause infectious diseases (Malaria, Trypanosomiasis, Leishmaniasis, etc.). The marine invertebrate extract library was used for the search of anti-protozoan drug leads.

material

As the result, we found a novel compound cristaxenicin A from the gorgonian, which collected from a depth of the
150 m off the coast of Kagoshima prefecture. The compound has been confirmed to show significant anti-leishmanial activity with low toxicity.

others

Relevant Market Needs
Leishmaniasis is widespread in developing countries, and there are approximately 12 million patients worldwide.
Antimony compounds are used for all types of disease in its treatment. However, the drugs have side effect, and the
resistant strains have also emerged recently. Even areas lack of medical facilities, drugs are applied orally or safe and
low cost are desired.

Value Proposition
Cristaxenicin A has low cytotoxicity and equivalent effects compared with those of amphotericin B which is currently
the most effective agent.

Existing & possible applications
A drug against Leishmaniasis, and a lead compound for the development of drugs act against parasites.

Development Status
Basic research study

Competition
First choice : Pentostam Glucantime and antimony agents
Second choice : Such as amphotericin B, Oral preparation : Miltefosine

Issues & Concerns ⇒ Optimization and large-scale synthesis of the compound.
Technology Offers 2012
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骨髄を標的とする薬物輸送体
http://kaken.nii.ac.jp/d/p/17300162.ja.html

特許情報
■出願済
産学連携の希望
■ライセンス
■共同研究

medical

技術概要
骨髄疾患の薬物治療および放射線治療、骨髄移植等広範な用途への利用が期待できる骨髄を標的とする薬物輸送体を提供する。

本技術の市場と市場ニーズの詳細
electronics

骨髄疾患に有効な治療薬、あるいは化学療法や放射線療法に際しての骨髄保護剤、さらには骨腫瘍などの骨全体に渡る疾患の
治療薬あるいは診断薬を骨髄に集積できるドラッグデリバリーシステム（DDS）製剤市場。高齢化の進行により、白血病や多発性
骨髄腫など造血器腫瘍に対する治療薬などの市場ニーズの増大が見込まれる。

material

既存技術と比較した優位性、独創性など
従来、投与された薬剤は全身に拡散し、また大部分が尿中排泄されることもあり、目的部位へ治療有効量を到達させるには多量
の投与を必要としていた。これにより副作用の併発や薬剤の安全性を確保できない等の制限が生じる。
この問題を解決し、より効果的で安全な治療法を提供するため、本技術では、骨髄組織に高い親和性を示す分子構造を担持さ
せたリポソームを薬物輸送体とし、骨髄を標的とする革新的な薬物送達システムが提供される。従来の投与法では、骨髄に到達す

others

る薬剤は投与量の２% に満たないのに対し、本技術により投与薬剤の 60% 以上が骨髄に分布することが動物実験で実証されてい
る。この薬物輸送体を使用すれば、現在使用されている薬剤の投与量を大幅に低減して同等の治療効果が得られ、更に骨髄疾患
の治療に係る革新的な方法論を提供し得る。更に本技術で用いる薬物輸送体は、水溶性薬剤、脂溶性薬剤、タンパク質など幅広
い薬剤を担持できるため、一つの製剤に留まらず連鎖的に成功を生むことができる。

既存又は想定される用途
骨髄を標的とする DDS 製剤（例えば、造血器腫瘍治療薬の DDS 製剤、造血因子の DDS 製剤、骨髄抑制保護剤など）

技術の開発段階
研究段階

競合製品、技術
リポソーム DDS 製剤（DOXIL® など）
問題点など 分子機構の詳細が未だ明らかでない

問題点など ⇒ 分子機構の詳細が未だ明らかでない
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PATENT STATUS
■ Pat. or Pending

consumer

Drug delivery materials targeting
bone marrow

WISH COOPERATION
■ License
■ Joint reserch
Samples Available?
Inquiry

medical

Description

The present technology provides novel drug delivery materials that have the ability to target therapeutic agents to
the bone marrow with high specificity.

electronics

Relevant Market Needs
The present technology relates to the fields of pharmaceutical sciences and clinical medicine. More particularly, the
present technology relates to drug delivery materials which may be used in various applications, such as the diagnosis, treatment or prevention of diseases of bone, bone marrow, cartilage, and joints.

material

Value Proposition
The intravenous administration of a drug comprised in the form of a solution to treat a site of disease that is distal
from the site of injection is common. However, following intravenous administration, the drug spreads throughout

others

the whole body of the subject, and most is excreted, such as through the urine. Thus, a patient may need a relatively
large dose of the drug to allow for therapeutic levels at the site of disease. In many cases, it may not be possible to
administer the required therapeutic dose because an excessively large dose may result in side effects of the drug
or uncertainty regarding the safety of a drug. Thus, there is the need for novel methods and materials for delivering
therapeutic agents more efficiently to sites of disease with reduction in the risk of side effects.
The present technology is based on a discovery of liposomes, which are optimized for targeting bone marrow. Animal experiments demonstrated that the present technology could significantly improve drug delivery efficiency (ca.
60-fold) compared to the conventional systemic drug injection. The present drug delivery materials could be applied
for delivery of water-soluble drugs, lipophilic drugs, proteins.

Existing & possible applications
Drug delivery materials (Ex. Hematopoietic tumor drugs, Drug delivery system of hemopoietic factors such as erythropoietin and granulocyte colony stimulating factor, Protectants for myelosuppression)

Development Status
Research

Competition
Competition Liposomal DDS products (DOXIL(R) etc.)

Issues & Concerns ⇒ Detail molecular mechanism is unknown.
Technology Offers 2012
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非侵襲メラノーマ診断支援装置と
その方法
http://researchmap.jp/read0050790/

特許情報
■出願済
産学連携の希望
■ライセンス
■共同研究

medical

技術概要
我々は、悪性黒色腫（メラノーマ）を他の色素性皮膚疾患 (PSL*) から鑑別するシステムを提案している。メラノーマとそれ以外
の PSL の違いは、その形態にある。形態は色素分子が形成する。
一般に、分子は光学的に活性である波長域で光スペクトルにその指紋を残す。病巣を含む領域の位置の情報と各位置における
光スペクトルで構成される hyperspectral data (HSD) cube を短時間で計測することを可能にする hyperspectral imager を開発する

electronics

とともに、HSD から以下の手順でメラノーマの鑑別指標を導出している。
メラノーマの本質は “ 無秩序さ ” にあるといわれている。それは計測された HSD に含まれる spectra の多様性に反映されている。
spectra の類似度を測る spectral angle の分布の仕方を、エントロピーのコンセプトを用いて数値化し、鑑別指標としている。こ
れまでの臨床試験は、その指標が有用であることを証明しつつある。(Nagaoka et al. Skin Res. Technol. 18(3) pp.301-311 August
2012)

material

本技術の市場と市場ニーズの詳細
第一義的には、有効な治療法が未だ確立されていないメラノーマの早期発見を目的とする機器の市場がターゲット。メラノーマ
は、1 ミリ進行（浸潤）するごとに予後が極めて悪くなり、部分的生検はご診断や転移の原因となるとこで禁忌とされていることから、
others

非侵襲、非接触で、色素分子レベルの情報に基づく客観的かつ定量性のある確実な診断が求められている。したがって、本技術
は臨床ニーズにマッチしている。

既存技術と比較した優位性、独創性など
・色素分子レベルの情報に基づく、客観的指標を提供可能。したがって、臨床 follow-up に自然に対応可能（独創性）
・自立型完全自動診断支援システム（優位性）
・計測部位を選ばない優れた操作性を持つことで、ユーザーにやさしい。それは患者の利益にもつながる（利便性）
・本技術が適用可能な計測対象は皮膚に限らない（観察部位に対応した機器開発は必要）

既存又は想定される用途
HSD が活用できる分野に応用可能。例えば、医療分野であれば、眼底疾患や内視鏡との組み合わせで消化管疾患への適用が想
定される。

技術の開発段階
臨床試験中

競合製品、技術
技術が直接的に競合するものはない

問題点など ⇒ 現時点で高価格
* PSL : Pigmented Skin Lesion ( 色素性皮膚疾患 )、鑑別指標
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PATENT STATUS
■ Pat. or Pending

consumer

Non-invasive melanoma diagnosis assistive
equipment and its method

WISH COOPERATION
■ License
■ Joint reserch
Samples Available?

Description

Lending machine is possible for a contract.

medical

We have proposed the system which discriminates against a melanoma (melanoma) from other Pigmented Skin Lesion (PSL*). The point that the other PSL differs from a melanoma is in the shape. Pigment molecules form the morphology. Generally, a molecule leaves the fingerprint for optical spectrum in the wavelength regions that is optically
Hyperspectral imager which can be measured in a short time hyperspectral data (HSD) cube is developed.

electronics

active.

The HSD cube consists of the positional information of the domain, including the lesion and the optical spectrum in
each position. The discrimination index of melanoma is derived in the following steps from the HSD. The essence of
melanoma is said to be "the disorder". It is reflected in the diversity of spectra that is included in the measured HSD.
Discrimination index is quantified using the concept of entropy of the distribution of spectra angle shown how the
similarity of the spectrum. The past clinical trial is proving that the index is useful. (Nagaoka et al. Skin Res. Technol.

material

18(3) pp.301-311 August 2012)

Relevant Market Needs
others

Best target is a market of equipment aiming at the early detection of the malignant melanoma by which the effective cure is not yet established. A prognosis gets very bad whenever it carries out 1mm progress (invasion) of the
melanoma. The partial biopsy might cause a false diagnosis and the metastasis. Thus, the market needs a certain
diagnosis with the quantifiable to beat objectively based on the information about the pigment molecule level by a
non-invasive, non-contact.

Value Proposition
Originality

: Possible to provide an objective index based on the information on the pigment molecule level. 	
Respond to clinical follow-up naturally.

Advantage

: Support system in the self-supporting fully automatic diagnosis.

Convenience : User-friendly equipment with excellent operability is not chosen measurement sites.
Connect with patients’ benefits.
The applicable measurement object to this technique is not limited to the skin (Required for development of devices that support the observation site).

Existing & possible applications
It is applicable to the field which can utilize HSD. If a medical field, the application of a disease is assumes the following: an eye ground disease, gastrointestinal disease in combination with an endoscope.

Development Status
Under a clinical trial

Competition
No technology to compete directly
Issues & Concerns ⇒ Higher prices at the moment.
Technology Offers 2012
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肝内代謝制御機構とその破綻による
疾患発症メカニズムの解明
http://www.hrc.sci.waseda.ac.jp/member/goda/

特許情報
■未出願
産学連携の希望
■共同研究

medical

技術概要
細胞内低酸素応答機構の中心分子である転写制御遺伝子 Hypoxia inducible factor (HIF)-1 についての知見を有する。肝実質細
胞における低酸素応答の破綻がアルコール性および非アルコール性脂肪肝の発症や進展に係わっていることを見出した。特に、ア
ルコール性脂肪肝発症メカニズムに HIF-1 による脂肪酸代謝制御の破綻が係わっていることを明らかにしている。また、HIF アイソ
フォームの HIF-2 の関与についても研究を展開している。

electronics

本技術の市場と市場ニーズの詳細
肝臓は生体内の代謝の中心臓器であり、その機能低下は生命を脅かす。肥満により誘発されやすい脂肪肝の患者数は年々増加
しており、一部は肝硬変・肝臓がんに進行することもある。

material

肝臓の代謝機能はホルモンなどの液性因子により制御される一方、近年自律的な制御機構も重要視されている。低酸素環境が、
脂肪肝、肝炎や肝線維症などのさまざまな肝疾患において共通の基礎病態として認められ、低酸素環境への適応不全が肝代謝制
御の破綻と密接に係わっている。

others

既存技術と比較した優位性、独創性など
ヒト疾患モデルを個体レベルで再現し、HIF による代謝制御を介した病態発症・進展機構の解明に取り組んでいる。また、生体
顕微鏡システムを用いた in vivo イメージング技術を用いて、癌細胞と宿主側の間質細胞や免疫担当細胞との相互作用の解析を行
い、この相互作用における低酸素環境の病態生物学的意義についての解明にも取り組んでいる。

既存又は想定される用途
HIF を標的とした低分子化合物を開発し、肝臓特異的にデリバリーすることで、肝疾患の発症や進展を制御できると考えられる。

技術の開発段階
基礎研究

競合製品、技術
特になし
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http://asahi-lab.jp/introduction/index.html

特許情報
■未出願

consumer

サリドマイドの神経細胞に対する
新たな薬理効果

産学連携の希望
■共同研究

medical

技術概要
サリドマイドはキラリティと呼ばれる性質を持っており、R 体・S 体と 2 種類の鏡像異性体を有する。R 体は鎮静効果を持つ一方、
S 体は胎児に催奇性をもたらす副作用を持つことから投与が禁止されていた。しかし、サリドマイド誘導体（レナリドマイドⓒセル
ジーン社など）が、近年ハンセン病や多発性骨髄腫の治療薬として再び注目されている。
サリドマイドの鏡像異性体、誘導体、代謝産物が神経細胞においてそれぞれどのような作用機序で、薬理効果の違いをもたらす

electronics

かについて分析を行っている。

本技術の市場と市場ニーズの詳細
本研究は、認知症等の酸化ストレスの関与が示唆されている神経変性疾患を対象とした新薬開発に関わる。認知症の神経変性
material

疾患患者数は、国内のパーキンソン病患者数は約 14 万人、アルツハイマー病患者数は 24 万人と、高齢化とともに増加の一途を
たどっており、財政負担や高齢者の QOL の観点から、より効果的な治療法・予防法の構築が喫緊の課題となっている。それぞれ
治療薬の 2016 年市場規模は 625 億円（抗パーキンソン病薬）、1700 億円（アルツハイマー型認知症を含めた抗認知症剤）と予
測されており、（2008、富士経済）創薬市場も拡大の傾向にある。特にアルツハイマー病は疾患メカニズムの不明瞭さ、予防法の
未確立、治療満足度の低さなどが顕著であり、新薬開発への投資が継続して行われると考えられる。

others

既存技術と比較した優位性、独創性など
キラリティやその特性を加味した、神経細胞に作用する生理活性物質の薬効計測や活用方法の提案が可能である。

既存又は想定される用途
鎮痛剤・麻酔薬など神経系に作用する薬剤の、キラリティに着目した投与条件や、副作用を軽減する薬剤修飾についての検討。
また、様々な難病の治療薬としての有用性を示唆されているサリドマイド誘導体について、副作用を避けより安全で合理的な投
与条件の検討。

技術の開発段階
基礎研究

競合製品、技術
サリドマイド誘導体は、多発性骨髄腫等の治療において一部既に実用化されている。

問題点など ⇒ 重篤な副作用を持つ事が知られた薬剤であり注意が必要である。深刻な神経変性疾患に対する有効な治療法
	  となりうるため、安全な誘導体等や正しい投与条件についての情報の蓄積が重要である。
Technology Offers 2012
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consumer

非侵襲生体磁気計測を利用した
脳・心臓・胎児などの計測
http://www.eb.waseda.ac.jp/ishiyama/

特許情報
■出願済
産学連携の希望
■共同研究

medical

技術概要
高感度磁気センサーである SQUID（超電導量子干渉素子）を用いた、神経伝達（脳活動）や心筋の動きにより生じる微弱な磁場（脳
磁図・心磁図）の計測。
① 胎脂（胎児を守る電気を通しにくい部位）の影響を受けずに、心電図等従来の方法では測定できなかった妊婦の心臓の状
態変化を知ることができる。

electronics

② 神経活動に伴う微小な磁界を測定でき（脳磁図）
、頭蓋骨の影響も受けないため神経活動の活発な場所を逐次正確に追うこ
とができる。例えば、ニオイという化学刺激に対する脳神経活動を可視化することができる。
③ また例えば、MRI で確認された脳腫瘍の周辺において、より正確に病巣位置や病態を把握することができる。

material

本技術の市場と市場ニーズの詳細
磁気センサー市場は数兆億円規模、SQUID を用いた高機能センサシステムの市場は約 60 億／年の規模（2002）。SQUID は、
普及台数は少ないものの世界最高感度の磁力計として既に実用化されている。従来の測定では不可能だった診断を実現しており、
今後も新しい臨床診断機器として応用が期待されている。

others

既存技術と比較した優位性、独創性など
SQUID による計測は非侵襲であり、MRI のように高磁場にさらされることもないため非常に安全な計測方法である。胎脂や頭蓋
骨小動物用の SQUID 計測システム・計測プロトコル構築のノウハウを持っているため、希望により様々な生物・刺激等への応用が
可能である。

既存又は想定される用途
脳・心臓の非侵襲的な診断、脳機能の分析ツール
① 妊婦の心磁図計測による胎教の効果測定、胎児の不整脈の早期発見・母親を通した早期治療の経過確認などの診断
② ニオイの種類の違いなど細かい条件変化による脳神経活動の違い（快・不快の変化やその元となる記憶蓄積・読み出しプロセス）の分析
③ 術前の執刀医向けの情報としてのみならず、術後の副作用についてのインフォームドコンセントにも活用可能。てんかん起因
の異常波の自動検知システムなど、現在医師が手動で行っている作業の負担を減らすための計測システムの開発も行っている。

技術の開発段階
機器自体は完成している。その特異性を活かした研究分析・診断などの共同研究を行いたい。

競合製品、技術
CT、ｆ MRI、PET、SPECT など

問題点など ⇒ 装置価格が高く、普及の壁となっているが、本技術でしか分析できない臨床データが得られ、より効率的な
	  診断方法の確立に役立つと思われる。
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WASEDA COLLECTION ( Compounds library )
Category

Item
9-Demethylaaptamine

anti-Leishmania

Isoaaptamine

anti-Leishmania

Aaptamine

anti-Leishmania

Discodermin A

Cytotoxicity,  anti-microbial

Discodermin B, C

Cytotoxicity,  anti-microbial

Discodermin D

Cytotoxicity,  anti-microbial

Halenaquinone
Marine natural

Activity

Xestoquinone
Corticatic Acid A

Dnmt1,  Rad51
Dnmt1

Aragusteroketal C
Cupalourenol
Cyclolaurenol

Cytotoxicity

Laurinterol
Avarone
Avarol

Cytotoxicity,  anti-angiogenesis,
anti-microbial

Estradiol-517 (Green)

Fluorescent labeled compounds

Estradiol-636 (Red)

Fluorescent labeled compounds

Progesterone-517 (Green)

Fluorescent labeled compounds

Pregesteron-636 (Red)

Synthetic
compound

Testosterone-517 (Green)

Fluorescent labeled compounds

Testosterone-636 (Red)

Fluorescent labeled compounds

ent-Estradiol (enantiomer)

Negative probe for E2

[13C6]-Estradiol

Stable isotope labeled compound

19-[13C]-Testosterone

Stable isotope labeled compound

[13C5]-5-Aminolevulinic acid

Stable isotope labeled compound

[13C6]-Indomethacin

Stable isotope labeled compound

