ヤナギヤ GT21（YANAGIYA GLOW UP TOGETHER 21）PROJECT

未来への扉、医療現場へ届け！山口大学（医・工学部）と共同開発
桁違いの DNA 増幅技術、10μℓから10mℓへ！ 1000倍
polymerase chain reaction

ポリメラーゼ連鎖反応

世界的快挙！

（1μℓ＝0.001ml）

PCR法による世界最大容量増幅に成功
「サーマルサイクラー」

特願 2017−34496（山口大学、ヤナギヤ共同出願）

平成 28 年度やまぐち地域中小企業育成助成金事業

▲社内での成果発表（開発担当者に抜てきされた入社 3 年目の
島津貴司さん 設計部電気設計課 23 歳）

デザインは山口県産業技術センターに協力要請

▲山口大学赤田研究室にて
ヤナギヤ GT21 メンバーと山口県産業技術センターのイノベー
ション推進センター宮川コーディネータ、デザイン及び造形を
担当された企業支援部の藤井氏、松田氏による打合せ。３D プ
リンターで造形された 1 号機でのテスト結果報告や 2 号機へ向
けての改良の打合せが行われました。

手術練習キット

「スイングディスクトレーナー」

山口大学大学院 創成科学研究科 化学系・ライフサイエンス系専攻
工学部 応用化学科 赤田倫治教授のコメント

PCR という装置は DNA を増幅するもので、遺伝子を扱う世界中の
研究室で利用されています。通常の PCR 装置では、10 μ L 〜 50
μ L の容量（醤油の一滴よりも少ないぐらい）でしか増幅できない
ことが知られています。なぜ、それ以上の 1 mL や 10 mL ではでき
ないのかを調べることに 1 年を費やしました。その理由は、容量が
増えると精密な温度制御ができなくなるせいでした。簡単そうな結果
ですが、これにより、どんな構造の PCR 装置を作ればよいかを考え
られるようになりました。そこで、カマボコなどの焼き物機器での温
度制御が得意なヤナギヤ様との共同開発となったわけです。しかし、
大容量の装置化は誰も成功しておらず、いろいろと苦労しましたが、
精密な温度制御ができる新しい装置を、こちらの希望や要望を余す
ところなく形にしてくれました。この度、ついに、大容量 PCR 装置が
できました。正直、驚くほどの性能です。
この装置では、10 mL もの、これまでの 1000 倍容量の PCR が可
能となります。しかも、その基本構造から、さらなる大容量化も問題
なくできるようになります。そうなれば、遺伝子のもととなる DNA が、
きれいな状態で、今まででは到底考えられないぐらいの量が手に入
るようになります。現在でも、DNA を使ったワクチンなどが存在しま
すが、健康な個体に投与するワクチンは、大量に必要です。DNA が
この装置で大容量増幅できればワクチン生産ができることになりま
す。バイオ産業では DNA がいつも必要です。必要な DNA がきれい
な状態で、大量に用意できれば様々な用途に利用できます。もしか
すると、この装置は、これからバイオを変える可能性を秘めています。
今後の展開を期待しています。

特願 2016-119482（山口大学、
ジェイ・エム・エス、
ヤナギヤ共同出願）
山口大学医学部監修のもと、山口大学と株式会社ジェイ・エム・エス、 医療展示会でPR
当社との共同にて、不安定な状態での縫合や吻合手術などをイメー 山口県ブース内
ジトレーニングできる簡易装置「スイングディスクトレーナー」を開 4 月 19 日〜 21 日
発し販売を開始いたしました。腹腔内・胸腔内など、手の動きが制 東京ビッグサイト
限される環境で、不安定な状態の手術対象を切開・縫合・吻合す MEDTEC Japan
る練習が可能で、テーブルの深さ、傾きは自在に調整可能です。ま
た、人体に近い感触の生体ゲル（別売）や様々なワークを利用して、
よりリアルな手術の練習が可能です。
山口大学医学部での試作品テスト

2月21日〜23日

インテックス大阪

メディカルジャパン

■･･･当社出品予定展示会
会 期

2017全国主要見本市・展示会情報（下半期７月〜 12月）

展示会名

主 な 展 示 内 容

７月

25日〜27日

31日〜
８月２日

場

有料

パティスリー＆ブーランジェ
リージャパン実行委員会

03-6459-0444
http://www.
bakery-expo.com

東京

８月

東京ビッグサイト

９月

東京ビッグサイト
東京ビッグサイト
東京ビッグサイト

月
月

29日〜
12月１日

2017 洗浄総合展

29日〜
12月２日

2017 国際ロボット展

有料

国際オーガニックEXPO
実行委員会㈱
スペースメディアジャパン

関係者 外食ビジネスウィーク
のみ 実行委員会

有料

UBMメディア㈱

東京ビッグサイト

有料

UBMメディア㈱

幕張メッセ

IT 農業、ソーラーシェアリング、植物工場など、次世
代の農業技術や製品が集結

幕張メッセ

金属加工、設計・製造支援システム・ソフト、計測・制御、
自動化機器、自動車部品製造に関する要素技術、生産
マリンメッセ福岡
要素技術、ロボット技術、金型、新エネルギー・省エ
ネルギー機器、等
吹上ホール

調理設備機器・備品、衛生・クリンリネス・食中毒対
策、システム関連、調理室内設備機器・システム、テー 東京ビッグサイト
ブルウエア・容器 他
［洗浄］各種洗浄機器、各種溶剤、回収機器、周辺機器、
受託、他［塗装・コーティング加工］めっき加工、環
境保全・改善、粘・接着、塗装・コーティング、剥離、 東京ビッグサイト
他［静電気対策］イオナイザー、ホコリ対策、帯電防
止、加湿装置、静電気除去剤、他
各種ロボットと応用システム、産業用ロボット、サー
ビスロボット（介護・福祉、インフラメンテナンス等） 東京ビッグサイト
関連機器、シュミレーション

06-6869-6353
http://www.
gaishokubusiness.jp/

03-3847-9853
http://www.
gourmetdiningstyleshow.com
フードシステム ソリューショ 03-3503-7319
有料
ン（F-SYS）実行委員会
http://www.f-sys.info
（一社）食品産業センター
03-3503-7827
有料
（公社）日本食品衛生協会
http://www.f-sys.info
（一財）食品産業センター
03-3503-7807
有料
（公社）日本食品衛生協会
http://www.f-sys.info

東京ビッグサイト

インテックス大阪

03-5775-2855
http://www.
exhibitiontech.
com/seafood/
03-3512-5675
http://www.
organic-expo.jp

関係者
㈱ビジネスガイド社
のみ

有料 （一社）日本包装機械工業会

あらゆる農業資材や６次産業化、次世代の農業技術や
製品が集結

異物混入対策、フードディフェンス、検査・リスク
マネジメント、物流機器・システム、パッケージ、
HACCP、食材、加工機械、その他

関係者
（一社）大日本水産会
のみ

東京ビッグサイト

食品加工機器、OEM（菓子・食品）
、鮮度・衛生管理、
販売支援、物流・IT などの６次産業化に関する商品が
幕張メッセ
集結
惣菜デリカ・弁当・中食・外食・給食・配食業界向け
第５回ファベックス関西 2017/
11日〜13日
の業務用食品、食材、機器、器具、容器、包装、その インテックス大阪
厨房設備＆食品機械 EXPO
他サービス等
第５回関西デザート・
和洋菓子・ベーカリー・カフェ・飲料業界向けの業務
11日〜13日 スイーツ＆ベカーリー展 用食品、食材、機器、器具、容器、包装、その他サー インテックス大阪
/ カフェ＆ドリンク Expo 関西 ビス等
粉体工業展大阪 2017
製造・プロセス機器、計装、測定、ラボ機器、材料、
インテックス大阪
11日〜13日 POWTEX
エンジニアリング、他
OSAKA2017

11

東京

東京

フードシステム ソリュー 学校、病院、高齢者施設、惣菜工場・CK など大量調理
ション（F-SYS）2017
に関わる設備、機器、資材、食品等を網羅した専門展
フードセーフティジャパン 食の安全・安心に関わる機器や資材、システム、サー
13日〜15日
（FSJ）2017
ビス等を網羅した専門展
「食品・工場の改善」をテーマに、施設・設備の衛生
13日〜15日 フードファクトリー 2017
面の改善提案が集結する専門展
包装機械、包装資材、包装材料加工機械、食品加工機械、
医薬・化粧品関連機器、検査機・試験機、製造加工機器・
３日〜６日 JAPAN PACK2017
包装関連機器、コンポーネント、包装用ロボット、流
通関連機器・サービス、環境関連機器・サービス、プ
ラントエンジニアリングシステム、団体 PR、プレス
新しい味・香り・テクチャー・色のソリューションが
食品開発展 2017
一堂に “ 食品の美味しさを追求する ” 展示会＆会議
４日〜６日
フード・テイスト ジャパン
食品添加物 / 天然原材料 / 評価 / 製造 / 包装
食品の安全性、品質向上を目指す技術展＆会議 セー
食品開発展 2017
フティー・ハイジーン / パウダー・リキッドテクノロジー
４日〜６日 セーフティー＆
/ フードエコ / フードアナリシス / パッケージ・ラベル
テクノロジージャパン
工場設備（空調、清掃機器、刻印器、クリーンルーム
第２回関西
など）、工場備品（作業服、作業工具、補給部材など）、
４日〜６日 工場設備・備品展
省力・物流・マテハン機器、省エネ、節エネ製品、保守・
（Fac Tex 関西）
メンテナンス、工場セキュリティ、工場向け IT ソリュー
ション、防災備品、等

HOSPEX Japan2017
第７回病院・福祉給食展

03-3434-1988
http://www.jma.
or.jp/seisan/

03-6459-0444
http://www.
bakery-expo.com

13日〜15日

20日〜22日

東京

パティスリー＆ブーランジェ
リージャパン実行委員会

第 22 回グルメ＆ダイニン
食品及びキッチン雑貨、他
グスタイルショー秋 2017

2017
フードセーフティ中部

03-3262-8496
http://thermotecexpo.com/

有料

オーガニック食品、衣類、化粧品等 / 機能性食品、サ
プリメント、ボディケア商材、健康・自然食品及び伝
パシフィコ横浜
統食品、健康器具、等
飲料（アルコール / ソフトドリンクなど）食品（農産
外食ビジネスウィーク 2017 物 / 畜産物 / 水産物 / 加工食品など）、厨房設備 / 調理
29日〜31日
東京ビッグサイト
器具、ユニフォーム、店舗運営設備 / 販売促進設備、
第 10 回居酒屋産業展
店舗設備・設計、FC 加盟募集 / 開業支援サービス、他

24日〜25日

東京

小麦粉、油脂、酵母、卵、牛乳、ドライフルーツ、ナッツ、
フィリング、スプレッド、畜産物、水産加工品、調味
東京ビッグサイト
料、スパイス、その他製パン原料・素材、サンドイッ
チの食材、等

国際オーガニック EXPO
2017

18日〜20日 モノづくりフェア 2017

関係者
（一社）日本能率協会
のみ

03-3403-8615
http://noma-hs.jp

東京

東京ビッグサイト

第４回国際 次世代農業 EXPO
11日〜13日 〜植物工場・IT などの
最新技術展〜
第２回国際
11日〜13日 ６次産業化 EXPO
〜農畜産物の加工から販売まで〜

有料 （一社）日本工業炉協会

開催地

03-6273-0403
http://www.wfjapan.com

第 19 回
魚、シーフード、水産加工品、鮮度保持術、食品加工
23日〜25日「ジャパン・インターナショ
技術
ナル・シーフードショー」

11日〜13日 第７回農業ワールド

（一社）日本病院会
（一社）日本経営協会

電話＆URL

ウェルネスフードジャパン
実行委員会

東京ビッグサイト

６日〜８日

有料

主 催 者

有料

第 ４ 回 ベ ー カ リ ー・ 洋 菓
リテール店向けに特化したミキサーやオーブンなどの
子・コーヒーショップ向け
機械・機器、まな板や包丁・ボウルなどの厨房資材、バッ
リテール厨房設備機器・
グ・レジ袋や包材などの包装資材、店舗設備、等
資材 EXPO（P&B JAPAN）

24日〜26日

入場料

東京ビッグサイト

第２回
食と健康をつなぐ食品・飲料・素材専門展
ウェルネスフードジャパン

第６回
ベーカリー素材 EXPO
（P&B JAPAN）

31日〜
８月２日

10

会

医療機器、医療環境設備、看護・介護支援機器・用品、
国際モダンホスピタルショウ
リハビリ機器ならびに医療情報システム等を総合的に 東京ビッグサイト
12日〜14日
2017
展示・実演
各種工業炉、遠赤外線関連機器、電熱関連機器、ボイ
ラー・暖房機器、各種熱・冷熱関連機器、冷熱技術・
サーモテック 2017
19日〜21日
サービス、環境関連設備、省エネルギー関連設備・技術、 東京ビッグサイト
第７回国際工業炉・関連機器展
廃棄物関連設備・技術、耐火物・耐熱鋼、計測・制御
機器、他
製品と設備の見える化、設計と生産の見える化、品質
第９回
の見える化、ヒトと技術・技能の見える化、経営の見 東京ビッグサイト
19日〜21日
生産システム見える化展
える化に関する製品やサービス

※展示会場へは、今一度主催者まで
ご確認の上、お出かけください。

03-6222-2277
http://www.
japanpack.jp/
03-5296-1017
http://www.
hijapan.info
03-5296-1017
http://www.
hijapan.info

03-3349-8506
関係者 リード エグジビション ジャパ
http://www.
のみ ン㈱
factex-kansai.jp

東京

横浜

東京

東京
東京
東京
東京

東京

東京

東京

大阪

03-3349-8511
関係者 リードエグジビション ジャパ
http://www.
千葉
のみ ン㈱
nogyoworld.jp
03-3349-8511
関係者 リードエグジビション ジャパ
http://www.
千葉
のみ ン㈱
agri-next.jp
03-3349-8511
関係者 リード エグジビション ジャパ
http://www.agri- 千葉
のみ ン㈱
processing.jp/
03-3271-4816
有料 日本食糧新聞社
http://www.
大阪
fabex.jp/kansai
日本食糧新聞社
03-3271-4816
有料 協同組合全日本洋菓子工業会 http://www.
大阪
（世界洋菓子・パン連盟日本本部）fabex.jp/kansai
03-5297-8855
有料 （一社）日本粉体工業技術協会 http://www.
大阪
appie.or.jp/
092-271-5715
http://www.
福岡
有料 日刊工業新聞社
nikkanseibu-eve.
com/mono/
052-931-6158
http://www.corp.
名古屋
有料 日刊工業新聞社
nikkan.co.jp/
events/
03-3434-1988
関係者（一社）日本医療福祉設備協会
http://www.jma. 東京
のみ （一社）日本能率協会
or.jp/hospex/

有料

（公社）日本洗浄技能開発協会
日本産業洗浄協議会
日刊工業新聞社

03-5644-7221
http://www.biz.
nikkan.co.jp/eve/
senjyo/

東京

有料

（一社）日本ロボット工業会
日刊工業新聞社

03-5644-7221
http://www.biz.
nikkan.co.jp/eve/irex/

東京

