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2017.2.6.
大阪医科大学 学長 大槻 勝紀

1

Open Mind Globalization

Innovation

Contribution
Translational
Research



阪急高槻市駅

ＪＲ高槻駅

看護学部

大阪医科大学の概要
1927年創立：西日本で最も歴史ある私立医科大学

偏差値：私立医科大学では慶應義塾大学、東京慈恵会医科大学、順天堂大学に次いで第４位
高槻市：阪急高槻市駅駅前、JR高槻駅から徒歩10分、新快速で京都駅、新大阪駅から一駅、はるか停車
学校法人大阪医科薬科大学（大阪医科大学医学部、看護学部、大阪薬科大学、高槻中学・高校）



旧財団法人大阪高等医学専門学校を設立した吉津度（よしづわたる）

は、「医育機関の使命は医学教育と医学研究であり、またその研究は

実地の医療に活かすことで完成する。」と唱え、卒業生が医人として「救

世仁術」の域に達することを念じて、大阪医科大学の前身である大阪高

等医学専門学校を開設しました。当初の理念では、医師不足への対応

として、国内のみならず、学歌にも謳われているようにアジアや南米へ

の移民団も意識されていました。

大阪医科大学の建学の精神

『至誠仁術』

「医学教育」＋「医学研究」＋「実地医療」＋「国際化」

＝





大阪医科大学の建学の精神

『至誠仁術』

「医学教育」＋「医学研究」＋「実地医療」＋「国際化」

＝



AMED関連事業

１～４：本学が主体の事業(553,608千円）



１）平成24年度～平成26年度 経産省 委託費90,950千円(総額)

一般・消化器外科 講師(准) 朝隈 光弘

次世代を担う単孔式腹腔鏡手術で用いる新規ポートの開発
開発概要
• 単孔式腹腔鏡手術にはポートと呼ばれる器具を

利用する。このポートに医療器具を挿入して手
術を行う。

• 既存の市販ポート製品は高額で使いにくく，患
者への経済的，肉体的負担がかかる。

• 独自に改良した「手袋法」は低価格であるが，
設置に手間がかかり，精度にばらつきがある。
また不透明であるため，根源的に使いにくい

• これらの諸問題を解決した新規ポートの開発が
必要である。

製品コンセプト
• 透明で開創部が見やすい
• 柔軟で鉗子等が操作しやすい
• 非常に安価
• 日本製医療機器

メンバー

市場性・売上見込
• 単孔式腹腔鏡手術に関する市場は今後も成長す

ると見込まれている。
• 国内の市場規模は，上市後３年目に５億円と見

込んでおり，そのうち売上は1.25億円を目指
す。

• 海外の市場規模は，上市後３年めに３０億円と
見込んでおりそのうち売上は3.9億円を目指す。

ｱﾘｵﾃｸﾉ ㈱
台座の設計

大同化成工業㈱
・ﾎﾟｰﾄ製造

KISCO㈱
・ｼﾘｺｰﾝ素
材の提供

販売業者
東ﾚ・ﾒﾃﾞｨｶﾙ

相談・申請

材料供給

研究機関
大阪医科大学

事業管理機関

顧客

PMDA

ポート本体OEM
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単孔式腹腔鏡手術

単孔式腹腔鏡手術後の傷跡
臍の傷跡は認識できない

手袋法

①透明にする
②柔らかくする
③使い易くする

SILS®

①透明で操作しやすい
②柔らかい素材で患者 負担が軽減
③手術時間の短縮
④一体成型で原価低減

完成イメージ

X-CONE®

試作品
(特許の関係上意図的
にぼかしています)

腹腔内を模した箱で
空気漏れ等の検証

ブタを使った動物実験
教授自らも参加され試作品の検証

既存製品
①高額
②使いにくい
③患者への
負担が大きい



２）平成25年度～平成27年度 委託費120,376千円(総額)
看護学部 准教授 松尾 淳子

眼で診る聴診器 ～携帯型超音波診断装置の開発
※H25年度は近畿経済産業局の課題解決型医療機器開発事業、H26年度は経産省 医工連携事業化推進事業

開発概要
• 超音波画像診断装置を小型化し、看護師がベッドサ

イドで聴診器のように簡便に使用できるようにする。
• 特長：①コンパクトかつ一体型，②表在付近の観察

可能，③高精度な画質，④長時間のバッテリー，⑤
安価，⑥表在と深部の両方の機能を1台で。

製品コンセプト
• 医療・看護の現場で必要とされる機能を1台でカバー

する「表在＋深部を一つの機器で同時に利用するこ
とができる世界初の超音波診断機器」

製品特徴
• 価格は70〜100万円
• 表在：深度3cm未満
• 深部：深度10cm程度
• スマホに取付可能
• 小型設計

メンバー
• 製造：ミユキエレックス
• 製販：東レ・メディカル
• 臨床評価：大阪医科大学
• 開発：クラフティ，ゴビ
• 評価：大阪大学，熊本大学
• アドバイザー：日本電波工業，マイクロ

ソニック

市場性・売上見込
• 携帯型超音波画像診断装置

の市場は今後伸びていく。
• 狭義の携帯型(コンパクト型)

をターゲット市場とする。
• 世界市場規模：

• 850億円(2014年)→1,270億円
(2020年)

• 国内市場規模：
• 9億円(2014年)→12億円(2020年)

• 国内外売上げ計画(上市後3年目)：3億5千
万円
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一般的な超音波画像診断装置
訪問看護の現場では使えない

製品イメージ図
・深部(コンベックス)と表在部(リニア)が診れる
・本体とスマートフォン(モニター)が一体化

信号処理技術を持つ工学部、ソフ
トウェア設計会社等による試作機
開発のための実験模様

見えずらいが表在部の様子が鮮明
にモニターに表示された試作機の動作確認を行う研究者



３）平成26年度～平成28年度 委託費168,995千円(総額)
胸部外科 准教授 根本 慎太郎

自己組織に置換され、伸長する心臓修復パッチの開発

開発概要
• 自己組織に置換され、かつ成長に合わせて伸長す

る心臓修復パッチを開発する。
• 特長：

①身体の成長に合わせてサイズが伸長する
②感染の危険性が少ない
③生物由来材料を使用しない
④特殊な処理や保存条件を必要とせず，
誰もが容易に手術で使用できる。

製品コンセプト
• 生体組織に置換され身体の成長に合わせて伸長で

きるパッチで，吸収性糸と非吸収性糸を交編し作
製する人工繊維布である。

メンバー
• 製造：福井経編興業
• 臨床評価：大阪医科大学
• 製販：帝人
• アドバイザー：関西大学

市場性・売上見込
• 国内の市場規模は7億円
• その中で，成長とともにパ

ッチが伸長する必要のある
患者は全体の約20%と推定

• 新医療機器としての承認を
目指し、保険に関しても有
用性加算もしくは改良加算
を狙う

11試作品(特許の関係上意図的にぼかしています)



イヌ下行大動脈埋植 内膜の様子
3か月後の状態

AMED委託費で購入した編機

12米国心臓学会学術集会での発表

動物実験

販売会社社長による手術見学



日本医療研究開発機構（AMED) 平成28年度 採択事業４）H28年度~平成30年度(予定) 委託費86,923千円(予定総額）
整形外科学 助教 大槻 周平

DDS(ﾄﾞﾗｯｸﾞﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰｼｽﾃﾑ)機能を有する自己組織置換型
半月板の開発･事業化

コンソーシアムメンバー
• 製造販売業：グンゼ株式会社
• 開発企業：株式会社プロテクティア
• 臨床研究：大阪医科大学

開発概要
• 変形性膝関節症は超高齢化社会日本で増加の一途をた

どっている。
• 原因の１つとして半月板損傷がある。治療は関節鏡を用

いて、9割が部分切除、1割が縫合されている。
• 半月板部分切除後は5-10倍変形性膝関節症の発症率を

増加させ、また縫合後の再断裂率は20％以上。
• 新規半月板手術の開発が待ち望まれる

開発コンセプト
• 日本では認可されていない半月板scaffold
• ヒアルロン酸を担持させることで細胞を誘導
• 自己組織に置換。

試作品(特許の関係上意図的にぼかしています)
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半月板scaffold試作サンプル

ManeflexActifit

1. 縫合術

2. 部分切除術

3. 同種半月板移植術

4. 人工半月板移植術

5. 半月板scaffold

半月板治療方法(日欧米の違い)

日本

欧米

NUsurface®

新鮮屍体膝

10%

90% 切除後に変形性関節症

試作品をブタの関節に埋め込む実験
欧米の半月板scaffoldより進化した
製品開発を目指す!!
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２. 大阪医科大学におけるその他の研究テーマ

１）神経難病・稀少疾患の病態解明とiPS細胞を用いた再生
医学研究
（疾患）クラッペ病、進行性多巣性白質脳症、重症筋無力症
２）iPS 細胞を用いた病態解明のための基礎研究と創薬
スクリーニングによる難治性疾患の新規治療法の開発

３）体性幹細胞（主として脂肪幹細胞）を用いた難治性疾患
治療法の開発
４）硬組織再生医療開発・実用化の拠点形成
特徴：組織再生能を有するチタン人工骨の開発
５）バイオバンク基盤型OMCトランスレーショナルリサーチ
センターの構築


