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信州大学 産学連携の事例

工学系

162点の圧力検出
センサを内蔵したシート
で、ベッドなどの寝具の
上に敷いて眠るだけ
で、被験者の睡眠中の
呼吸状態（睡眠時無
呼吸等）を検知し、検
査にかかる負担を軽減
する。離床や体位変
化、体動も検出可能。

皮膚を覆うカプセルに空気を供給し汗を換気、その空気の
湿度の上昇度から発汗量を計測、発汗出現の時間的様相
を高精度に定量化、可視化できる。発汗量に応じて空気流
量を制御した”流量補償方式”を新開発。2017年公的保険
の適用許可、2018年より臨床検査法の1つとして利用開始
された。

医学系

話題となった製品［医学・工学系編］

杉田クリップ
ミズホ（株） スリープレコーダSD-101

GAC（株）→現 (株)デンソーエアクール

流量補償方式 換気カプセル型発汗計
（株）西澤電機計器製作所

硬組織である歯牙や骨か
らゲノムDNAを抽出するた
めのDNA抽出用キット。60
年以上前の人骨からDNA
を抽出できることから、医療
だけではなく、考古学、遺骨
の身元解明、犯罪捜査等に
も使用可能。

T-BONE EX KIT
（株）DNAチップ研究所

次世代シーケンサを用いた
難聴の遺伝子解析試薬。
従来法よりも診断率が
10％以上向上。

Ion AmpliSeq Hearing 
Loss Research Panel v1
サーモフィッシャーサイエンティフィック
ライフテクノロジーズジャパン（株）

折り曲げの自由度が高く、
顎組織等のダメージを低減す
るため尖頭部分ができにくい
新たなデザインのチタンメッ
シュプレート。

ORIGAMI MESH
（株）ベアーメディック

熱中症は、いざ目の前で起きた
時に対応できる人が居ない事が
多く、重症化に繋がってしまうのを
少しでも防ぐ事ができればとの思
いから生まれた。
救命救急の専門医との共同開
発により、病院で行う治療のエッセ
ンスが詰まった持ち運びがしやす
い応急処置キット。

熱中症応急処置キット
（株）ナカトミ

顕微鏡手術下における体幹・上肢の安定
性向上。腰部のサポートや、腕や手を支える
手台つきで長時間での立位手術の負担を
軽減。フットスイッチで術者の身長に合わせ
て、腰部サポート・手台の高さを調節。キャス
ター付きなので移動がラクにおこなえ、手術
台との距離を調整できる。

立位手術 術者体位保持機器
「サージカルボディサポート」
タカノ（株）超精密切削加工技術を駆使し、安全性、機能性、審美性に優れた信

頼性の高い、歯科用インプラント治療用のシステム。垂直的咬合圧のみ
ならず側方運動時に生じる斜め方
向からの咬合圧にも着目し、埋入
骨縁部への応力集中を軽減する
等、骨縁部付近の経年的ロート状
骨吸収を抑制し、かつ耐久性に優
れたデザイン。

オクタフィックスⅡ インプラントシステム
（株）ヨシオカ

耳鼻咽喉科用観察用内視鏡洗浄
機。耳鼻咽喉科用観察用内視鏡の挿
入部及び操作部を、短時間で効率的に
消毒することが可能。運転音を一段と
抑えた静音設計・省スペース設計、短時
間処理（全工程13分）により、作業の
効率化と負担軽減が図れる。

耳鼻咽喉科用
自動内視鏡消毒器SED-1
チヨダエレクトリック（株）

手術、診療等の撮影を行うカメラ用アー
ム、および撮影している映像を映し出すモニ
ター用アームとして、開発・販売開始。現在
は、医療現場における様々な機器の固定用
アームとして、用途展開中。

医療支援用
フリーストップ多機能アーム
サイウィンド（株）

救急患者等に対して、気道を
確保し気管挿管を行う際に使用
するモニタ画面一体型のビデオ
喉頭鏡。画面上にターゲットマー
クが表示され、声門を確認しなが
ら、スムーズな気管挿管を行うこと
ができるため、経験や勘に頼って
いた従来の気管挿管を容易で安
全なものとした。

エアウェイスコープ
チノンテック(株)(当時)
販売：日本光電(株)
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緊急かつ精緻な医療技術を要
する脳動脈瘤手術に革命的進
歩をもたらした術具。開頭手術の
場合に脳動脈瘤の根元を挟むた
めの杉田クリップの形状と性能
は、瘤の中に血液が入ることがな
く、脳動脈瘤手術に革命的進歩
をもたらした。いまだに世界で広く
使用されている。

超高強度鋼板
（株）神戸製鋼所
工学部　杉本　公一教授（当時）と

（株）神戸製鋼所の共同研究。強度
を保ちながら、加工性に優れ、軽量化
可能な鋼板が自動車業界から求めら
れており、自動車用高強度鋼板として
自動車メーカーに採用され2005年に
出荷が開始された。

工学
系制震装置「MIRAIE」

住友ゴム工業（株）
2007年より木造建築の構造や地
震時特性に知見がある工学部　五十
田　博教授（当時）と、高減衰ゴムを用
いた住宅用制震システムに関する共
同研究を実施、ゴムで揺れを吸収する
住宅用制震ダンパー「MIRAIE」を開
発、住宅の1階に4箇所設置するだけ
で制震効果が得られる画期的な製
品。2012年3月より住友ゴム工業㈱
から販売された。

熱応答試験解析ソフトウェア
「TRTアナライザー」
（株）信州ＴＬＯ

超小型人工衛星
「ShindaiSat」
(愛称：ぎんれい）
多摩川精機（株）他

工学部　藤縄　克之教授（当時）の開発。
地下熱は太陽熱、雪氷熱、地熱と並び再生
可能な熱エネルギーとして注目されており、
ヒートポンプなどでの利用の増加が見込まれ
ている。効率の良い地下熱利用設備の設計
においては、地下の熱伝導率のデータが必要
になる。そのためには、熱応答試験（Thermal 
Response Test）を実施、測定結果から熱伝
導率を求める必要があるが長い測定時間と
経験・ノウハウが必要だった。この試験期間・
コストの削減、精度向上に貢献。

マルチドレーン
真空脱水システム
宇部工業（株）他

工学部　梅崎　健夫教授と総合建設業の
宇部工業株式会社及び土木製品製造の錦
城護謨株式会社との連携により、開発された
技術で特許登録された。宇部工業（株）によ
り2016年から事業化されており、東日本につ
いてはグリーンディール推進協会が販売を
行っている。掘削工事での濁水の処理、湖
沼の水質改善（汚水、アオコのろ過）や底質
浄化（底土の浚渫）砂防ダムの堆積土砂浚
渫などに活用可能。

市田柿乾燥装置
JAみなみ信州
工学部　松澤　恒友教授（当時）の開発。二つの要因が開発

背景にある。(1)天日乾燥では製品にするまでに30～40日要し、
高齢化による労働力不足で年間約150tが生果のまま廃棄され
ている。(2)地球温暖化により収穫時期が早まり、夜の温度が下
がらないため、水分の抜けが悪くカビの発生に繋がっている。こ
うした状況を背景に、JAみなみ信州より、受託研究の依頼があ
り、信大工学部とJAの研究機関の長野県農村工業研究所は
2009年度経産省「地域イノベーション創出研究開発事業」の
採択を受け、テーマ「高品質干し柿の省力化安定生産システム
の開発」に取り組んだ。結果は、気熱式減圧乾燥機を使用する
ことにより、最短で4日、最長でも８日で製品になり、製法特許を
取得。2012年度より、1バッチ2.7tの原料を乾燥可能な実用
機10台が稼働。2019年度より更に10台追加し20台が稼働
予定。
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“信州初の人工衛星を信州大学から”工学部　中島　厚教授（当時）と企業等
からなる信州衛星研究会が開発した超小型衛星「ShindaiSat（愛称：ぎんれい）」
は2014年2月に種子島宇宙センターからH-IIAロケットで打ち上げに成功。その
後順調に通信テストを重ね同年１１月大気圏に突入してそのミッションを終えた。
愛称の「ぎんれい」は公募により決定。全国から多くの応募があった。

“信州初の人工衛星を信州大学から”工学部　中島　厚教授（当時）と企業等
からなる信州衛星研究会が開発した超小型衛星「ShindaiSat（愛称：ぎんれい）」
は2014年2月に種子島宇宙センターからH-IIAロケットで打ち上げに成功。その
後順調に通信テストを重ね同年１１月大気圏に突入してそのミッションを終えた。
愛称の「ぎんれい」は公募により決定。全国から多くの応募があった。

浄水ボトル「NaTiO」
トクラス（株）
工学部　手嶋　勝弥教授とトクラ

ス（株）の共同開発により製品化。
信大クリスタル（※）の重金属吸
着材「三チタン酸ナトリウム」を搭載
することにより、水に含まれることの
ある溶解性鉛を効率よく除去する
画期的な製品。
(※信大クリスタルとは、信州大学
工学部が1986年から研究を開始
したフラックス法により育成した結
晶材料（およびその関連技術により
作製した材料)の総称)
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救助・防犯用ブザーを搭載した心
肺蘇生音声誘導器。ボタンを押すだ
けで光が点滅し胸骨圧迫のタイミン
グを知らせ、音声ガイダンスが救助者
へ適切な処置を促し、救急車やAED
が到着するまでの間、命をつなぐ手助
けを行う。

キーホルダー型の心肺蘇生音声誘導器
「レスキューガイド」
NISSHA（株）

スマートフォン用に開発さ
れた、「インターバル速歩」の
サポートをするフィットネスアプ
リ。センサーが働いて、いつ、
どれだけ歩いたのかがデータ
ベースに記録され運動履歴
の確認が可能になった。

Health TrinityNet 3.0
キッセイコムテック（株）
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消化管内視鏡処置のトレーニング装置。医師のレベ
ルに応じて、反転生検、食道静脈瘤硬化療法、食道
ESD（内視鏡的粘膜下層剥離術）の3つのトレーニング
をゲーム感覚で練習可能。

LFMトレーナー
野村メディカルデバイス（株）
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在宅医療で使用する酸素ボンベの残量を、音声等で
警告する装置を開発。これまでは、アナログ式のメーター
でボンベの残量を目視確認する機器が大半であったが、
在宅医療では目視確認のみ
では十分に安全とは言えな
かったため、音声で警告する
ことで安全性を向上させた。

在宅医療用 酸素ボンベ残量アラート
（株）ユタカ

医学部 杉田 虔一郎教授（当時）による開発。
高度管理医療機器
製造販売承認番号:22000BZX00698000 他

医学部 藤本 圭作准教授（当時）の開発。
管理医療機器 特定保守管理医療機器
承認番号：21900BZX00431000

医学部 大橋 俊夫教授（当時）の開発。

医学部 工 穣准教授の開発。

医学部 松尾 清教授（当時）の開発。

医学部 増木 静江准教授（当時）の開発。

医学部 今村 浩教授の開発。

医学部 川岸 久太郎准教授（当時）他の開発。

医学部 菅 智明准教授の開発。
医学部 栗田 浩教授の開発。

医学部 福島 弘文名誉教授の開発。

医学部 伊東 清志講師の開発。

医学部 栗田 浩教授の開発。

医学部 宇佐美 真一教授の開発。

医学部 小山 淳一助手（当時）の開発。
管理医療機器、特定保守管理医療機器
医療機器認証番号　230ADBZX00063000 他
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学術研究・産学官連携推進機構
櫻井 和徳医工連携コーディネーター
がコーディネート。
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