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皮膚領域スクリーニング系を用いた素材の開発 

【研究者】 若命 浩二 准教授、小松 健一 教授 
北海道科学大学 薬学部 薬学科 

【研究概要】 
皮膚領域、美容分野において機能性のある新規素材の開発には、安全面、機能面に

おける薬理学的なスクリーニングが重要である。そこで、おもにin vitro系によるスクリーニン
グ系を確立し、さまざまな天然素材の皮膚領域における有用性を検討してきた。例を挙げ
ると、１）ウマプラセンタペプチド︓３D皮膚モデルに対する安全性試験、繊維芽細胞ミト
コンドリア活性試験、繊維芽細胞創傷治癒試験、２）白雪茸エキス︓繊維芽細胞ヒア
ルロン酸遺伝子誘導作用、抗エステラーゼ作用、３）小麦醗酵エキス︓ヒト毛乳頭細
胞刺激作用などである。これらの結果により、実際に外用剤（化粧品含む）としての応
用が期待され、抗シワ、育毛素材としての開発が進行中。 
※図はウマプラセンタペプチドの繊維芽細胞ミトコンドリア活性化作用の例 

【応用分野】 
・皮膚、化粧品分野における新規素材の安全性、スクリーニング評価 
・皮膚、化粧品分野における素材・製品開発 

【今後の展開】 
2021 年 6 月現在、数種類の素材評価を企業との共同研究により
実施中。 
【本研究に関する知的財産】 
特願 2017-077363など計 4報の特許を出願中 

【問い合わせ先】 北海道科学大学 研究推進課 西谷 強 
〒006-8585 北海道札幌市手稲区前田 7条 15丁目 4-1 
TEL: 011-688-2241  E-mail: kenkyu@hus.ac.jp 
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人の興奮度、緊張度、快感情の強さをモニタする装置の開発 

【研究者】 山下 政司 教授 
北海道科学大学 保健医療学部 臨床工学科 
【研究概要】 
人の感情を客観的に計測・評価することは難しい。ストレス研究などで盛んに研究されているが、ストレスは複合心理であって、個別の心

理的内容と心理量にきちんと対応する形で計測できているとは言い難い。また、通常の自律神経解析では感情を測ることができない。我々
は、人の心理的“興奮度”を脳の酸素需要に対応したρmin というパラメータで評価できることを示した。このパラメータは呼吸と心電を基に計
算され、心理的強さと比例することが示されている。同様の解析により、“緊張度”についても別のパラメータで計測・評価できる。さらに、爽
快・喜び・癒しといった、覚醒度が異なる故に自律神経応答も異なるような“快”感情も評価できる新たなパラメータを見出した。現在、個人
差を克服するべく、特殊な情報量や AI等を用いて取り組んでいる。 

 

【応用分野】 
・興奮や緊張する動画コンテンツ作成時の客観評価 
・快適な車、空間や環境設計 
・動物の感情評価 
・病気等で会話できない方の感情読み取り 
・教育・産業医学でのメンタルマネジメント 等 

【今後の展開】 
・メーカー等との共同開発を希望 
 
【本研究に関する知的財産】 
 なし 

【問い合わせ先】  北海道科学大学 研究推進課 西谷 強 
〒006-8585 北海道札幌市手稲区前田 7条 15丁目 4-1 
TEL: 011-688-2241  E-mail: kenkyu@hus.ac.jp 
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成人期の身体的･精神的健康に関する栄養疫学研究 

【研究者】 小林 道 講師   
酪農学園大学 農食環境学群 食と健康学類 給食栄養管理研究室 
【研究概要】 
・成人期の人々を対象に食事歴法による食事調査を用いて、食習慣と身体的・精神的健康の関連を明
らかにする。 
・成人期における生活習慣及び食習慣に影響を与える要因を明らかにする。 
食習慣と健康の関係性については、そのほとんどが長期的な観察を必要とするため、明らかにされていな

いことが多い。本研究の目的は、成人期における食習慣と健康の関連を明らかにし、生活習慣病の予防や
精神的健康を良好にするための方策に役立てることである。 
これまでに、大学生を対象として日本食らしい組み合わせの食事（めし、味噌汁、魚介類、豆類、野

菜類など11品目による評価）をとっている人ほど、うつ症状の有病率が低いことを明らかにした（図
１）。そのほか、学童期に栄養教諭による授業を受けた経験がある人で、青年期における野菜類や卵
類の摂取量が多く、食習慣が良好であることを明らかにした（図２）。現在は研究対象を地域住民に
拡充して調査を行っており、成人期の食習慣と健康に関するエビデンスの構築を目指して研究を進めて
いる。 
 

【応用分野】 
・自治体における健康増進施策への活用 
・給食施設利用者の食習慣・生活習慣の実態把握 
・企業等組織における健康経営のための基礎調査 

【今後の展開】 
人々の健康増進について効果的な方策を考える際に、食習慣や生活習慣などの
基礎資料が必要になる場合があります。しかし、これらの調査には多大な労力を
要し、結果の扱いには専門的な知識が求められます。私は調査研究だけでなく、
管理栄養士として自衛隊に 10 年勤務した経験を生かして、様々な組織の健康
づくりのお役に立ちたいと考えています。 

【本研究に関する知的財産】 

【問い合わせ先】 学校法人酪農学園 酪農学園大学 学務部研究支援課 担当︓佐藤 雄平 
〒069-8501 江別市文京台緑町 582番地   
TEL︓011-388-4130 E-mail︓rg-gakuj@rakuno.ac.jp 

7-6 
伸張性筋活動を強調した筋力とレーニング法の構築 

【研究者】 柴田 啓介 博士（教育学） 
酪農学園大学 農食環境学群 食と健康学類 健康スポーツ科学研究室 
【研究概要】 筋力トレーニング (以下，筋トレ) を実施する際は，バーベルや
ダンベル，自体重などの負荷を持ち上げる動作 (短縮性筋活動) と，それらを
下ろす動作 (伸張性筋活動) を繰り返すのが一般的である．短縮性筋活動と
比較して伸張性筋活動は，筋トレ効果を高める可能性を秘めている．そこで，
私は伸張性筋活動に着目した，より良い筋トレ方法について探求している． 
筋トレの動作は，短縮性筋活動と伸張性筋活動に分けられる (図1)．伸張
性筋活動を強調することで筋トレ効果が高まると考えられているものの，適切な
方法論は確立されていない． 
伸張性筋活動を強調した筋トレ法として，伸張性筋活動を高い負荷で行

う，伸張性筋活動の時間を延ばす，伸張性筋活動のみを行うといった方法が
ある (図2)．我々は，伸張性筋活動の時間を延ばす筋トレ法の効果を検証
し，伸張性筋活動の時間を延ばしても筋肥大効果 (図3a) や筋力増強効果 
(図3b) が高まらないことを明らかにした．現在は，伸張性筋活動のみの筋トレ法についての研究を進めている． 
【応用分野】 
運動能力の向上を目的とした筋トレ実践 
健康寿命の延伸を目的とした筋トレ実践 

【今後の展開】 
伸張性筋活動は，短縮性筋活動と比較して負担が少ない，高い筋力発揮
が可能といった，筋トレを実践するうえで非常に大きな利点を有してい
る．そのため伸張性筋活動を強調した筋トレ法は，筋トレ初心者の導入
のための方法としても，鍛錬者の発展的な方法としても有意義であると
考えられる．伸張性筋活動のみの筋トレ法を確立することで，筋トレの
パラダイムシフトを起こす可能性がある。 
【本研究に関する知的財産】 

【問い合わせ先】 学校法人酪農学園 酪農学園大学 学務部研究支援課 担当︓佐藤 雄平 
〒069-8501 江別市文京台緑町５８２番地  
TEL:011-388-4130 E-mail︓rg-gakuj@rakuno.ac.jp 

図１ 

図２ 
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人工炭酸泉浴が筋疲労回復を促進させる効果の検証 

【研究者】 山本 憲志 教授 博士（医学） 
日本赤十字北海道看護大学 看護学部 健康科学領域  

【研究概要】 炭酸泉浴のヒト生理機能に対する効果は、古くからヨーロッパで活用され、末梢循環障害、高血圧
症、心臓病などの治療に用いられてきた。高濃度炭酸泉（1000 ppm以上）は、１）浸漬後短時間での体表へ

の炭酸ガス気泡付着、２）冷覚の抑制、３）炭酸泉浸漬部の皮膚紅潮 （末梢血管拡張）、４）心拍数の

減少、５）動脈血圧の低下、６）アストリンゼント効果などが知られている。我々は､これまでに、水温 35℃では浴

水の含有炭酸ガス濃度に依存して皮膚血流量が増加すること、血圧の顕著な変化なしに毎分心拍数を低下させる

ことを報告した。この心拍数の低下は副交感神経系よりも交感神経系の関与が大きいこと、その情報が神経性に伝

達されている可能性が高いことを示した。一方、全身及び局所のトレーニング後に人工炭酸泉浴を行うと活動筋での

筋硬度が低下し、自律神経活動が抑制され疲労回復促進効果がある事が分かった。そこで、組織弾性イメージング

技術（Elastography）を用いて筋のコンディショニングを検討するとともに、それに伴う筋力発揮、筋肥大への関与

と筋腱の柔軟性への効果について探り、また、筋損傷からの骨格筋組織再生への効果についても検討している。 

【応用分野】 
・心循環機能改善 
・疲労回復効果への応用 
・睡眠導入促進 
・褥瘡改善 
・炭酸入浴剤の効果検証 

【今後の展開】 
研究パートナーを募集 
【本研究に関する知的財産】 
― 

【問い合わせ先】 日本赤十字北海道看護大学 総務課   担当︓壹ツ石 哲士 
〒090-0011 北海道北見市曙町 664-1  ℡ 0157-66-3311 
E-mail: soumu@rchokkaido-cn.ac.jp 
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生体情報の AI を利用した分析及び解析技術に関する研究 

【研究者】 渡邊 駿 助教  
釧路工業高等専門学校 創造工学科 

【研究概要】 
当研究室では，学生達が主体的に提案した研究課題の解決へ向けて，生

体情報を計測・分析するシステムを製作し，AI を利用した認知能力や認知情
報の解析を行っています。現在は，試作した注意能力テストを使用し，匂いによ
る集中力やリラックス効果について AI を利用した分析も試みています。 
加えて，脳波計測デバイス（Emotiv社EPOC+，OpenBCI社CytonBoard）や生体の電気的信号

を計測する電子回路を試作し、生体情報の解析も試みており，ブレイン・マシン・インターフェースとしての応用
的利用も試みています。 

【応用分野】 
・メンタルヘルスの計測・管理 
・BMI による義肢の制御技術 
・認知能力の計測・管理 
・認知能力テストやゲームの制作 

【今後の展開】 

開発・研究パートナーを募集 

【本研究に関する知的財産】 

該当なし 

【問い合わせ先】 釧路工業高等専門学校 総務課研究協力係    
〒084-0916 北海道釧路市大楽毛西 2丁目 32番 1号 
TEL︓0154-57-7216  E-mail: kenkyu@office.kushiro-ct.ac.jp 
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試作した回路 
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