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ドクター・医療機関との連携 
によって開発した事例 

R-IHC® ラピート® 
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・研究会を作り，医療機関との交流の場を通して共同研究へ展開  
  Ｈ１５年から北東北ナノメディカルクラスター研究会  
  （会長 秋田大学医学部 南條先生） 
 地域メリットを活かして，全国よりＴＯＰリーダーの先生を招聘し 
 秋田の食，温泉，お酒 心からの連携を図る． 
・開発ターゲット：医療診断支援検査機器分野 （薬事クラス１）  
・製販業者との連携  医療従事者が，ステークホルダー 
・固有のオリジナル技術エンジンを有すること． 秋田発電界撹拌技術等 
・商品開発における注意事項 
  医師の発想と用いる現場の要望には差があるか否か？要確認． 
 製品を使う人の意見を大事に． 

  （装置の使い勝手，装置の大きさ，安全性 ，消耗品の取り扱い関連，
電源等） 
・商品評価の透明性確保と汎用性の拡大 7大学1病院でスタート 
   医師のヒューマンネットワークを活用 専門研究会を創出 
・研究費の調達  県との連携  重要   サポイン や ＡＭＥＤより支援 
 製品開発は基本県内企業で進め，必要とあれば，オープンイノベーション 
  ・人と人の出会いによりイノベーションは加速する 
 

お話しの指針 
研究会を通して医療従事者とつながり新商品開発へ 



  

 医療現場が求める 
    患者さんのために役立つ機器開発 

     「利他的」な製品 
 

・北東北ナノメディカルクラスター研究会 （H15～） 
  地域新生コンソーシアム事業 （経産省） 
・迅速免疫染色研究会（H22～） 
 秋田大、北大、弘前大、岩手医科大、千葉大、三重大、神戸大、 

 仙台厚生病院、 
 企業：秋田エプソン、アクトラス、セーコン、サクラファインテックジャパン 
  Ｈ２２サポイン（補正予算）、Ｈ２３課題解決型医療機器開発 
 

 市場創造 
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   精密工学の高度化 

 表面創製、精密加工、画像処理、   

 精密位置決め、精密金型、温度制御 

 精密プラスチック成形、表面改質、 

 ナノフォーミング遠心分離 

医療技術の実用化 
 

ＤＮＡ定着、タンパク定着、 

増幅技術、迅速反応技術 

細胞診画像処理 

＋ 

 

 

 

 

 

   新産業創出 

北東北ナノ・メディカルクラスター研究会  Ｈ１５～  

地方から世界へ発信する次世代医療技術を創出し，産業界と連携し機器開発し，技
術的クラスターコアを形成し機器開発拠点を目指す。 

メイディカル機器立地構想 

      （秋田県） 
  雇用の創出 

コア技術： Ｈ１５～１６ 地域新生コンソーシアム研究開発事業 

    テーラーメイド医療向け臨床ＤＮＡチップの製造技術開発 

研究開発 
オリエンテッド 

実績 Ｈ１５年 より 3回／年 ＡＭＥＤ２件 
装置開発 商品化に成功 
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溶液中に分散粒子
の誘電率に着目 

溶液や分散粒子 
配置制御技術 

Electrode 

Electrode 

AC AC 

溶媒：シリコンオイルε=2.5 砥粒：ダイヤモンドε=6 

電界を与えることで発生す
る吸引力 

撹拌技術 

電界砥粒制御技術創出 
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電界撹拌技術 

電界を用いた微小量液滴に 
スターラーレスで撹拌する技術 

Electrode 

A
C 

Electrode 

A
C 

20μL 4μL 

空気層（絶縁層） 



ON OFF 

ハイスピードカメラ撮影 500fps 

電界撹拌技術 
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ON 

OFF 

ON 

Square 



 北東北ナノメディカルクラスター研究会にて 

秋田大学医学部 南谷教授 と情報交換し即共研決定 

 

手術中に今までできなかった．
高度な免疫染色技術に
よって診断精度が上がると 

 

 

僕ら執刀医は集中して患
者の完治に全力を尽くせる． 

 



病理医も判断に困る症例が短
時間に明らかになるので，病
理医のストレスも解放される． 

秋田大学 付属病院 病理医 南條先生 
医療費削減，患者さんのＱＯＬ向上へ期待 

免疫染色って、現在 手術の翌日
に自動機で 2時間以上掛けチェ
エクしている．もしも、手術中に
行った迅速診断で異なった結果

場合 再手術もある医療費削
減に貢献！ 



電界撹拌技術の特徴 

周波数 

粒子運動速度 

溶液内部の挙動観察による粒子速度 

特異な周波数が存在 
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電界撹拌による発熱特性 



平成24（2012）年秋田県地域がん登録の集計報告 
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がん患者は
年々増加傾向 

がん治療（がん手術）は 
進行度や悪性度に応じた最適な個別化治療 

術中病理診断 

手術中に組織染色を行い病理医が転位の有無、切除範囲等を診断 

医療ニーズ 病理医は高齢化 成り手不足 
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術中診断支援が可能 

従来2度の手術が必要だったものが1回に！ 

医療費の削減 患者の予後QOL向上 

電界撹拌法による免疫組織染色のメリット 

従来 

術中迅速
診断と確
定診断に
差異があ
る場合 

手術で検体を採取 病理診断 手術 

迅速免疫染色診断 

手術 

術中免疫染色診断導入 



従来 プロトコール 

153分 

診断プロトコール 

電界撹拌法 

電界撹拌法 

19分 

19 min 

5 min 

5 min 
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従来法 

電界撹拌法による免疫組織染色方法 



従来法 癌の形状で判断  

電界法 腫瘍の悪性度判定 治療計画の決定に有効 

１．１ 脳腫瘍迅速診断用 
免疫染色法MIB-1抗体について 

悪性度 低い  

（MIB1 指標：3％） 
悪性度 高い 

（MIB1 指標：30％以上） 



１．２ 肺腺癌迅速診断用 
 免疫染色法 TTF1抗体 について 

原発性   転移性  

 手術方針決定に重要なデータを提供可能 

TTF1抗体 陽性 

腫瘍部分 発色 

＊肺の切除範囲 最小化   

転移性腫瘍は肺の機能を維持するため切除範囲を抑えることが可能 

TTF1抗体 陰性 

腫瘍部分 無発色 



 

秋田のコア技術を用いて製品開発 評価は全国
の病理医のネットワークを形成  
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7大学1病院 

• ユーザーニーズ（臨床検査技師等） 
• 装置の有用性や可能性、発展性についての議論 
• 上市に向けた装置評価の集中研究 

迅速免疫染色研究会  

病理分野で医療機器販売の実績を有する企業 
• 販売会社が売りやすい製品 
• 市場性の調査（マーケティング） 
• 販売網 

ヒスト・テック® 
 R-IHC®  

＜ラピート＞  

http://www.hirosaki-u.ac.jp/index.html
http://www.hokudai.ac.jp/
http://chem.tf.chiba-u.jp/gacb08/index.html
http://www.iwate-med.ac.jp/
http://www.akita-u.ac.jp/
http://www.sendai-kousei-hospital.jp/
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=QcxYjet1nz5sCM&tbnid=WaUuC6WnYdWy3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://j-shiyaku.ehost.jp/cgi/shiyaku/pubview.asp?id=sakura&ei=cIrHUd7gPI3VkQWd9IGYBg&bvm=bv.48293060,d.dGI&psig=AFQjCNFxYrbQ55-Zy4iZe46J3-ftXWxeXw&ust=1372117951742820
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=DAJJq-6JeEHSYM&tbnid=h9w32X1ESqeG5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://monodukuri-akita.com/column/vol01.html&ei=r51LU7fGOcny8QXYrYCoAQ&bvm=bv.64542518,d.dGc&psig=AFQjCNHuANTkF5ypC9d0CddYG-Yb-aaMPQ&ust=1397550890901027


 世界的な医療機器開発へ 

試薬選択とプロトコール作成と評価 

 ＜迅速免疫染色研究会＞ Ｈ24 ７月設立  

7大学1病院（北大，弘大，秋大，岩手医科大，千葉大，三重
大，神戸大，仙台厚生）の病理医師と臨床検査技師   

世界的な医療機器製造販売企業と商品化  
＜サクラファインテック ジャパン＞ 

 ものづくりは秋田県内企業に完成品作らせる 
＜秋田エプソン＞＜アクトラス＞ 

＜比内時計＞ ＜フジシステム＞ 
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秋田発の基盤技術から製品開発 

R-IHC® ラピート® 

2014年5月12日電界撹拌装置として上市   

秋田魁新聞 
2014年5月13日 



Akita University Hospital Division of 
Clinical Pathology 

件数：310 

脳外科 

呼吸器外科 

乳腺内分泌外科 

婦人科 

消化器外科 

小児科 

耳鼻科 

食道外科 

血液内科 

138 

61 

47 

22 

14 
12 7 4 2 各1 

R-IHC併用術中迅速診断症例の汎用化 

秋田大学医学部附属病院 

2011年11月1日-2016年04月6日 
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世界に向けて電界撹拌技術を発信 

卵子の遺伝子検査にR-ISHを展開 ・in-situ hybridization の迅速化 



電界撹拌
技術 

電界撹拌技術の展開 
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免疫組織染色 
診断支援 

ELISA 
酵素免疫反応  

検査 

マイクロタイタープレート撹拌 
バイオ・創薬 

シャーレ撹拌 
細胞培養 
再生医療 

迅速ハイブリダイゼーション 
治療支援 
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まとめ 
◆人と人が出合うことでイノベーションが加速する． 
 

◆医療機器は利他的な研究開発．県内企業によっ
て開発． 

◆あこがれの地 あきた を目指す． 
今後 
    個別化医療・医療費削減を目指す 
 


