
全身性エリテマトーデスの新規診断法

採択年度：2023年度

プロジェクトの概要

ビジネスモデル（申請時）

課題名

尿中CU040濃度に基づいたSLE診断薬を製造・販売して対価を得る。CU040代謝経路に基づいた創薬開発
を行い、成果の導出によって対価を得る。

全身性エリテマトーデス（SLE）は、若年女性に好発する自己免疫疾患（指
定難病）で、原因不明、かつ、根治不可能である。重症化するとループス腎
炎など重篤な合併症を併発して、透析導入や早期死亡に繋がる。重症化を
回避する唯一の治療戦略は早期発見・早期治療介入による寛解維持であ
るが、これまでそれを実現する理想的な診断法がなかった。本研究代表者
らの研究グループは、SLEの新規診断指標分子として尿中代謝物（開発コ
ード：CU040）を発見し、既存の診断法を超える診断精度と簡便さを兼ね備
えた尿検査によるSLEの迅速診断法を実現した。SLEの新規診断薬ビジネ
スおよびSLE特有のCU040代謝経路に着目した創薬開発に取り組む。

（2022年8月時点）

研究代表者：名古屋大学大学院医学系研究科 特任講師 秋山 真一

活動計画（申請時）

起業前後の資金調達と事業展開を有利に行うために、科学的エビデンスと事業フィジビリティ
のアップデートを進める。科学的エビデンスとして診断メカニズムの解明と診断エビデンスの
蓄積、ならびに、事業フィジビリティとして市場ニーズと事業計画の精査に取り組む。

スタートアップ・エコシステム形成支援



食糧蛋白源生産の加速化技術

採択年度：2022年度

プロジェクトの概要

ビジネスモデル（申請時）

課題名

魚類の成長を促進するための低温プラズマ加工飼料、ならびに、魚類の肉質を改善するための養魚用低
温プラズマ照射装置を養殖企業や飼料メーカーに販売またはライセンス提供して、対価を得る。

地球規模での食糧危機が目前に迫り、魚類は良質な蛋白源として期待
され、養殖魚の安全安心な増産技術の確立が期待されている。本研究
代表者らは、低温プラズマ技術などの新奇技術を魚類養殖に転用して
全く新しいモダリティの飼養技術を確立し、既存の養殖技術を凌駕する
パフォーマンスで養殖魚の成長促進と肉質改善を実現した。

（2022年8月時点）

研究代表者：名古屋大学大学院医学系研究科科 技術補佐員 秋山 真理

活動計画（申請時）

本シーズのビジネス競争力向上を目指した研究開発では、低温プラズマ加工飼料の成長促進機序に関す
るエビデンスの知財化、低温プラズマ処理水による肉質改善の機序に関するエビデンスの知財化、プロト
タイプ商品飼料の作成と性能評価、魚類以外での動物での検証など技術的検討を行う。知財戦略および
ビジネスモデルの事業化検証では、バリューチェーンのアップデートや知財取得ロードマップの策定および
事業化計画のブラッシュアップを行う。試作品を養殖業者に提供し顧客ヒアリングを行う。
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スタートアップ・エコシステム形成支援



体外ホウ素中性子捕捉療法を用いた血液がんの自家造血幹細胞移植のための中性子照射サービスの事業化検証

採択年度：2022年度

プロジェクトの概要

ビジネスモデル（申請時）

課題名

・解決する課題：血液がん(骨髄腫，白血病，悪性リンパ腫)患者を完解に導く．
・提供する価値：自家造血幹細胞移植グラフトへのBNCT照射サービスを国内
外で展開して，自家移植後の再発・再燃を防ぐ．

・背景：全世界の血液がん患者は124万人で，5年相対生存率が低い．

（2022年7月時点）

研究代表者：名古屋大学工学研究科 教授 瓜谷 章

活動計画（申請時）
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スタートアップ・エコシステム形成支援

・技術の独創性：名古屋大学の加速器型中性子発生装置と岡山大学のホウ素薬剤を
組み合わせてグラフト中のがん細胞を除去する技術は，類似の技術が無い．

造血幹細胞は体組織として最も放射線に弱く，グラフトからがん細胞を選択的に除去して自家移植後の再発・再燃を防ぐ
purge技術の開発は，重要である．血液がん治療の予後は悪く，特に白血病や多発性骨髄腫MMの5年生存率は50%未満で
あり，大きなアンメット・ニーズがある．本事業では，Ex Vivo BNCTモジュールを使用した照射サービスの事業化に関連し，
グラフトの輸送法と事業実施の制度的側面について検討する．

研究開発
・技術検討：造血幹細胞を棄損しないグラフトの輸送法とそれに関わる中性子照射法

凍結輸送バッグ：保冷バッグ(振動防止機能付）を開発する．

製品・サービス等の調査
・制度検討：日本及びヨーロッパ諸国でEx Vivo BNCT照射サービスを実施できるか？
1) ドイツを想定した法体系と関連するデータの調査(海外調査)
2)海外から輸送したグラフトへの中性子照射サービスを行う際の国内法規の調査
3)凍結グラフトを航空機輸送する際の規格・基準の調査
4)凍結グラフトの通関手続きの調査



ナノ3Dプリンタによるメタマテリアル造形の事業化検証

採択年度：2022年度

プロジェクトの概要

ビジネスモデル（申請時）

課題名

低コストを売りにして当該技術を多くの人へ普及させることと市場開拓を目指し、
ナノ３Dプリンタを安価に提供するリース/サブスク形式と売切販売形式を併用する。

向こう１０年以内に1兆円超えの市場規模になると予想されるメタマテリアルについて、その普
及のボトルネックとなっているコスト問題を解消する独自製造技術「ナノ3Dプリンタ」の開発を実
施する。メタマテリアルは、自然界に存在しない特殊な人工構造に由来して特異な機能を発現す
る材料のことを指し、光の波長以下のナノサイズ、かつ適切な構造設計と緻密な造形技術を必要
とする。これを実現するコア技術としてエレクトロマイグレーションによるナノワイヤ創製技術を用
い、ところてん式な押出方式でナノスケール造形の実現を目指す。

（2022年7月時点）

研究代表者：名古屋大学工学研究科 助教 木村 康裕

活動計画（申請時）

本事業のコア技術となる、造形速度の向上
と３D造形の実現を目指す。具体的には、前
者はノズルヘッドの改良によるナノスケール
での金属射出技術(右図)の高精度・高速化、
後者はステージ駆動システムの構築による
3D造形システムの基礎構築を目指す。
これらコア技術の開発を通じて製品の高度
化を図り、試作品の製作および顧客ヒアリン
グによって、事業化に向けた具体的戦略を確
立する。 4

スタートアップ・エコシステム形成支援



極 短パルスレーザーを用いた水素製造技術の事業化に向けた性能向上に関する検証

採択年度：2022年度

プロジェクトの概要

ビジネスモデル（申請時）

課題名

レーザー装置、反応セル、タンクから構成される水素製造パッケージを製品とする。製造能力に応じて、
レーザー装置の出力をカスタマイズする他、エネルギー貯蔵用途のユーザーに対しては、レーザー装置
をレンタルとする。事業の拡大のため、水素製造の他、CO2分解によるメタネーション、有害ガス分解等
のプロセスに関する技術開発を実施する。

再生可能エネルギーを利用したグリーン水素は次世代のエネルギー源として
注目されていますが、従来の電気分解法では、不純物を含まない水を利用
する必要がある。本研究開発では、海水・河川水・生活排水からレーザを使
用して直接水素を製造する、新しい水素製造装置の製品化を目指す。

（2022年7月時点）

研究代表者：名古屋大学大学院工学研究科 助教 桑原 彬

活動計画（申請時）

本研究開発では、①マルチスポット化、②長尺プラズマ（フィラメンテーション）の生成による水
素製造装置のスケールアップに関する実証実験を実施する。これらにより、レーザー光源の
高出力化によるスケールアップの指針を得るとともに、目標値を“1時間当たり10NL（ノルマル
リットル）の水素製造”とし、現状からの10倍のスケールアップを目指す。
これまでに中山間地域の自治体、船舶メーカー、燃料電池メーカー・ユーザーへのインタビュ
ーを実施しており、エネルギー貯蔵を目的とした水素利用が少しずつ普及していることが確
認された。また、自治体を中心にモデルケースでの水素エネルギー社会の実証実験が各地
で実施されており、今後ニーズが急速に拡大すると予想される。
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スタートアップ・エコシステム形成支援



作物の生体診断技術によるフードバリューチェンの変革

採択年度：2022年度

プロジェクトの概要

ビジネスモデル（申請時）

課題名

（2022年７月時点）

研究代表者：名古屋大学生物機能利用開発研究センター 准教授 野田口 理孝

活動計画（申請時）
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スタートアップ・エコシステム形成支援

• 収量向上（10%増など）

• 農薬・肥料削減（20%減など）

• 優れた栽培技術を新規就農者に継承

• 生体診断で誰もが匠の技術を再現

• 光合成量、温度管理の難しさ

• リスク低減のために農薬と肥料の投入
量を増大

• 新規営農者の参入障壁の高さ

最適な栽培環境実現の難しさ 最適な栽培レシピの創出

生体分子診断の導入

栽培現場の診断
病理/育成/資材

ツール利用収入（サブスク）

共同研究
初期（半年）/本格（数年）

研究収入 3000万/件

製品の共同開発
種苗/資材/食品

ロイヤリティ収入

初期

中長期

本事業

初期

製品・サービス等研究開発

• 作物の栽培現場において開発する分子マーカー
と、収量向上や肥料・農薬削減を目的として、環
境データもしくは形質データとの相関分析を行う。

• 作成した診断アルゴリズムをユーザーに届けるた
めの下地となるインフラ構築を行う。

• 本プロジェクトでは第一に診断技術が事業として
利用される場面を念頭において新たな分子マーカ
ー開発に取り組む。

• 第二に取得したデータから診断結果を提示するた
めの解析プロセスを開発する。



採択年度：2022年度

プロジェクトの概要

ビジネスモデル（申請時）

課題名

• 映像・データ事業者からの動画や生データを入手、選手・チーム評価を行った解析データあるいは評価結
果を反映したレポーティング、加工動画提供サービスから始める。

• 特に、動きの定量的評価を行うことで、スポーツ初心者にも分かり易い解説が可能となり、スポーツ業界
における視聴数、新規関連サービス加入者数増に貢献する。

実現したいこと：多くの人が身体の動きの専門知識にアクセスできる世界
スポーツなどの戦術的な動きを機械が評価することは難しく、現状は有識者の主観的評価が
商業的に利用されている。我々はその戦術的な動きをスポーツの知識と機械学習を使いデータ
から評価する。映像・データ事業者と協業から始め、データ解析ツールを開発して収益を上げ
、スポーツの見方を変え、ファンが楽しめ、チームが強くなる世界の構築に貢献する。

（2022年7月時点）

研究代表者：名古屋大学大学院情報学研究科 准教授 藤井 慶輔

活動計画（申請時）

【研究開発】連携事業者などからのヒアリングや協業のもと、求められる解析項
目を明確化する。次に解析技術（アルゴリズム）を開発、プロトタイプ化する。実
証実験を行い有効性を検証し、今後展開を考えるスポーツならびに解析項目
に関する技術開発ロードマップを策定する。
【ビジネスモデル】顧客データとその解析ならびに解析結果に関する権利扱い
を整理、基本となる事業構造の整理を行う。次にパートナー企業との連携体制
を構築する。その後本サービスに関するビジネスモデル仮説を精査、構築する
。プロトタイプα版による実証実験を推進、事業性（顧客の有無、マネタイズ性
など）を確認しつつ、β版へのブラッシュアップを行う。本実証に加え、各種想定
顧客へのヒアリングなども行い、詳細な中長期事業計画を策定する。 7

スタートアップ・エコシステム形成支援

集団スポーツ戦術を画像処理と機械学習の予測に基づき評価する技術の事業化

図 生映像をもとに、評価値を算出して
俯瞰図（左）への表示や、映像を加工する。



ロックインサーモグラフィを用いた熱物性測定技術の事業化検証

採択年度：2022年度

プロジェクトの概要

ビジネスモデル（申請時）

課題名

電動化に欠かせないパワー半導体の単位面積当たりの発熱量は原子炉燃料棒にも
匹敵する．冷却技術が不可欠となるが，熱伝導を担う“熱パス”が十分に繋がっていな
い場合，放熱が阻害され半導体性能は著しく制限される．我々は“熱伝導“を可視化
する技術で放熱性能の最適化に貢献する商品を開発する．市販品では不可能なイメ
ージング手法を実装した製品プロトタイプでビジネスモデル検証に取組む．

（2022年7月時点）

研究代表者：名古屋大学工学研究科 博士後期課程 藤田 涼平

活動計画（申請時）

8

スタートアップ・エコシステム形成支援

放熱材料メーカーを対象に自社設備において測定を受託する．既に共同研究実績がある企業をベース
として認知度を向上し，持続的な成長を確保する．将来的には放熱材料の生産ラインにおけるインライン
全数検査用の装置として発展させ，売上規模のさらなる拡大を図る．

研究開発

ビジネス
モデル検証

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

ソフトウェア構築

精度検証

市場調査・特許調査

顧客ヒヤリング

スポット依頼測定の受託

製品プロトタイプの開発



All Japan大規模レジストリデータを背景とした間質性肺炎の遠隔診断と、治療プログラムの事業化検証

採択年度：2022年度

プロジェクトの概要

ビジネスモデル（申請時）

課題名

診断・予後・治療効果予測のAIアルゴリズムをDtoDで提供するサービスと、専門の診断医チームが遠隔診断を行うサービスをセット
で提供する（静的解析サービス）。具体的には、対象患者に必要な検査を行った病院が、Webを介して検査データとCT画像をアップロ
ードすると、AIモデルの予測結果がレポートとして送られてくる。さらに専門の診断チームが遠隔診断を行ったレポートを送る。対象
患者が受診した病院が遠隔診断プラットフォーム会社に料金を支払い、専門医集団からの診断レポートと、人工知能による解析結果を
受けとる。解析結果は合議診断、AIによる診断、予後予測、治療効果予測からなる。

間質性肺炎は多様な肺疾患で、予後不良な特発性肺線維症を含む。早期に診断して
治療を開始することが最重要であるが、呼吸器科医ですら診断は難しく、専門家集
団による合議診断が必須であるが、現実には専門家数が少なく、間質性肺炎全例に
合議診断を行う事は不可能である。このため、①開発済みの診断・予後・治療効果
予測のAIアルゴリズムをDtoDで提供し、②専門家集団が遠隔診断を行うサービスを
セットで提供する（静的解析サービス）。

（2022年7月時点）

研究代表者：名古屋大学医学部附属病院メディカルITセンター 特任助教 古川 大記

活動計画（申請時）

All Japanレジストリ（PROMISE試験）とのAPI連携をベースに、開発済みの間質性肺炎の診断・治療推奨・予後予
測AI（名大シーズ）を一般の病院で適用可能な堅牢なAIへの汎化性能向上を図る。さらに、現在All Japanレジストリ
（PROMISE試験）で実施している”間質性肺炎の専門家集団が行う間質性肺炎のオンライン合議診断システム”を事
業化するために、ユーザーインターフェースの洗練化、事業化に伴うフローの整理に伴うシステム変更を包括し、
表示アプリなどのフロントエンドを構築する。
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スタートアップ・エコシステム形成支援

All Japanレジストリで全国の多くの施設が実証研究に参加しており、
継続して広報活動と静的解析サービスの事業化について説明を行う。
間質性肺炎の遠隔診断保険収載の申請は、本申請者が関連三学会と
調整を行い、保険収載案を取りまとめて申請を行う。



SouplesseFibreーしなやかさをその手に

採択年度：2022年度

プロジェクトの概要

ビジネスモデル（申請時）

課題名

新規人工靭帯を製造，流通・販売を行う．(知財化の観点から詳細は記述できません）

私たちが日頃何気なく使う手足や指の関節の柔らかい動きは，強くてしなやかな腱や靭帯によって支えられている．関節
変性は社会の高齢化と健康寿命の延伸に伴い幅広い年代で増えつつあり，人工靭帯を用いた関節修復は治療法の1つで

ある．しかし，現在用いられている合成高分子製人工靭帯は硬いだけでしなやかさを欠くため，取付け時の張力調整が難
しく修復後の可動性の低下の問題が生じている．そこで私たちは生体由来素材で丈夫でしなやかな人工靭帯を開発する
ことで，1人でも多くの患者さんの関節にしなやかさを取り戻し，思うように手指を動かせないストレスから解放されてカラダ

もココロも健やかな生活が送れることを目指す．代表が専門とするバイオメカニクス研究で見出した腱や靭帯特有の組織
構造と機能性を再現する人工靭帯開発技術を基盤技術とし，人工靭帯開発・製造と販売を手がける事業体として社会実
装を目指す．

（2022年8月時点）

研究代表者：名古屋大学大学院工学研究科 准教授 前田 英次郎

活動計画（申請時）

従来の「丈夫で硬い」人工靭帯とは異なり「強くてしなやか」な人工靭帯を作製し，準静的
・動的力学試験を用いた力学機能，動物実験による生体適合性を評価し，人工靭帯作
製法の確立と知財化を目指す．また，東海地区を中心として整形外科医にヒアリングを
行い，人工靭帯に求められる特性についての要望や情報を集める．

10
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100 µm

人工靭帯が
模倣する生
体腱・靭帯
の組織構造



超薄膜 グラフェンを用いた高機能汎用型素子の製造販売事業化検証

採択年度：2022年度

プロジェクトの概要

ビジネスモデル（申請時）

課題名

潜在顧客は全世界の電子顕微鏡製造メーカー/放射光施設やそのユーザーであり、ユーザーに対しては直接販売もあり得る
。素子は基板およびグラフェンから主に構成され、最もコアな部分である素子の設計・組み合わせ・評価を本ベンチャーが担
当し、基板とグラフェンは外部発注により調達 (下図参照) する。基本的には 10 枚を 1 セットとし、10-100 万程度での販売を
想定。特別仕様が求められる場合は、その条件出しや評価を含め、需要数等を考慮し、別料金を課すことで対応していく。

世界最薄・最高強度を誇るグラフェン超薄膜が有するそのユニークな物性を活かし、電磁波
(紫外線 / X 線が主)・電子・流体等の任意の組み合わせに対し高いコントラストを実現する
広義の超高感度フィルター (実体はグラフェンの自立膜であり、右図参照) を実現し、顕微
鏡試料支持材・紫外線 / X線検出器窓材・流体セル窓材等への実装を目指す。グラフェン
の積層数や基板材質・パターンを変えることにより種々のニーズに応えることができる。

活動計画（申請時）

以下の項目を完遂し、実装に向けた実現性を高め、その目処を立てる。
(i) 歩留まり改善工程の確立、(ii) 経年劣化評価試験
(iii) 実装素子の試作、(iv) 積層サンプル製作工程立
併せて、薄膜フィルターの販売会社などにインタビュー等を打診し、
ポテンシャルユーザーの開拓も積極的に行う。また、実装に向け、
学内の電子顕微鏡納品施設等にも行き、ユーザーや管理者の声を
聞き、ニーズの拾い上げを実施予定。 また、上記項目で得られた結果

をもとに特許出願を目指す。
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研究代表者：名古屋大学大学院理学研究科 講師 三石 郁之

https://www.addgiken.com/電子顕微鏡-sem-tem-消耗品販売/tem消
耗品/tem支持膜付グリッド

窒化シリコン膜

金属グリッド

https://www.addgiken.com/%E9%9B%BB%E5%AD%90%E9%A1%95%E5%BE%AE%E9%8F%A1-sem-tem-消耗品販売/tem消耗品/tem


宇宙線イメージングによる地下資源探査の事業化検証

採択年度：2022年度

プロジェクトの概要

ビジネスモデル（申請時）

課題名

現状の地下資源探査では、物理探査でおおよその位置を推定してからボーリング調査により最終確認を
する、という手順が取られているが、外れる場合が多く多大な労力とコストが生じており、更なる効率化が望
まれている。この探査の流れの中に、宇宙線イメージングを導入し、一度に広い範囲の地下の密度構造を可
視化して従来とは質的に異なる情報を得ることで、探査の効率を大幅に向上する調査サービスを提供する。

近年の世界情勢の変化やエネルギー問題などにより、効率的な鉱物資源探査システムの確立や地熱発
電のための熱水源の探査は、国の政策にも関わる重要事項となっている。本開発課題では、従来技術とは
質的に異なる宇宙線の透過イメージング技術により地下構造の密度分布を高精度かつ広範囲にわたり一
度に可視化することで、効率的な地下資源探査の手法を顧客に提供するビジネスモデルを検証する。本事
業の実現に不可欠なコア技術として、地中ボーリング孔に挿入可能な宇宙線検出器の開発と地下構造の密
度分布イメージングを実証する。

（2022年8月時点）

研究代表者：名古屋大学大学院理学研究科 准教授 森島 邦博

活動計画（申請時）

地下資源探査の技術実証のために、①ボーリング孔内に挿入型な検
出器の開発（右図）を進める。本技術開発には、宇宙線の軌跡を三次元
的に検出する原子核乾板を用いる。また、地下の既存の空間を利用す
るなどして、②地下構造のイメージング実証試験を進める。これらの開
発を通して、地下構造の密度分布の可視化のための技術基盤を構築す
る。並行して、顧客ヒアリングを行い、ビジネスモデルの検証を進める。

12
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生物種を超えたエクソソームの品質管理規格の策定とエクソソーム高含有食品の開発

採択年度：2022年度

プロジェクトの概要

ビジネスモデル（申請時）

課題名

これまでにエクソソームの評価で確立した技術は3つある。まずは、プレートリーダーで定量する方法と顕微鏡での鮮度観
察法、さらに、高速液体クロマトグラムを（HPLC)を利用した、サイズや特性を検証する方法である。これらを活用し、まずは
エクソソーム解析受託ビジネスを展開する。また、4つ目の技術（乳酸菌)で自ら乳酸菌食品・飲料を開発し、最終ステップの
ワクチンや薬物送達などの創薬分野への進出を目指す。

エクソソームは細胞・微生物から放出され、他の細胞機能を調節することで注目を集めている。しか
し、その定量は一部の哺乳類でのみ可能で、測定も半日以上の時間を要する。我々は、エクソソー
ムに結合すると蛍光を発する化合物を見出し、簡単にエクソソームを定量することに成功した。また、
エクソソーム品質管理に有用なクロマトシステムや細胞内追跡システムも構築した。加えて、微生物
も活用することで食品業界や化粧品業界に止まらず、ワクチン素材の開発基盤も構築する。まずは、
本技術の普及のための、製品規格（JIS）に必要データを構築する。

（2022年7月時点）

研究代表者：岐阜大学工学部 教授 竹森 洋

活動計画（申請時）

これまで確立した4つの技術の精度を高める検証を実施する。特にHPLCの
応用範囲を拡大し、他のマーカーとの組み合わせでエクソソームの特性検
証に役立てる。平行して、日本規格協会と相談し、JIS規格申請に必要なデ
ーターを構築する。また、エクソソーム高分泌性乳酸菌株の純化を進めると
ともに、より効率的な株も選別し権利化を目指す。乳酸菌由来のエクソソー
ム高配合による有用性作用を培養細胞と実験動物で検証する。さらに、乳
酸菌由来のエクソソームの抗原性を確認し、将来のワクチンや薬物輸送担
体への応用法の基盤を構築する。3つ以上の展示会に出展し顧客のニーズ
を探索することで解析項目を増やす。また、顧客そのものを獲得するととも
に、受託代理店と契約の交渉する。 13
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医用画像における画像認識技術を利用した定量計測およびデータベース化支援の事業化検証

採択年度：2022年度

プロジェクトの概要

ビジネスモデル（申請時）

課題名

医療に関する能力があるのに定年やライフイベントで働けない人材をネットー
ワークで接続します．そして，それら人材に画像定量化に関する業務を配分し
ます．その結果を治験事業者へ渡し，利益を得ます．その結果，離職中の人
材の再登用，業務の効率化，社会還元への高速化を実現します．

最近は，大きな傷口をつくる大規模な外科手術より，放射線治療や薬によ
る低侵襲な治療が好まれています．それらの治療を保険治療として標準
化するためには，治療法としての効果を測定する必要があります．これは
ほぼ手動の作業で行われており，かなりの手間がかかる作業になります．

（2022年9月時点）

研究代表者：岐阜大学工学部 教授 原 武史

活動計画（申請時） 2022年10月全体会議を実施．システム基本設計．評価法検討．
2022年11月 臨床画像のダウンロード，肝臓抽出AIアルゴリズム移植．
2022年12月システム発注，評価実験の予備実験実施，評価法確定．

全体会議を実施．
2023年1月 システム完成．運用試験．知財洗い出し．
2023年2月 評価実験実施
2023年3月 デモシステム構築，異分野への応用検討．

全体会議を実施．

顧客および人材確保に関して，医学系学会や製薬会社，医師主導治験の
治験管理会社，ヘルスサイエンス系企業との協力を適宜依頼する．
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Technolog y
医療機関

薬品会社

自宅

働き たいけど機会がない医師／技師

開発組織
統 括： 原 武史（岐阜大学）
工学系： 周 向栄（岐阜大学）
医学系： 松迫正樹（聖路加国際病院）

尾崎公美（福井大学）
片渕哲朗（岐阜医療科学大学）

AI系 ： 山田誠二（国立情報学研究所）



エピジェネティック変異を利用した世界初のストレス耐性バナナの育種技術での事業化検証

採択年度：2022年度

プロジェクトの概要

ビジネスモデル（申請時）

課題名

（2022年7月時点）
研究代表者：三重大学地域イノベーション学研究科 博士前期課程1年

小西慶延

活動計画（申請時）
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バナナは、世界最大の生産量で、ニーズが極めて高いにも関わらず、病原糸
状菌のFusarium oxysporumの変異株によって絶滅の危機に瀕している。そこ

で病害抵抗性バナナを作出する。バナナは種を作らないため交配育種が不
可能であるが、本技術は組織培養を基盤とする技術であり、病害抵抗性育種
が可能である。また、世界で開発が進められている遺伝子組換えバナナより
も迅速かつ低コストで育種が可能であり、消費者にも受け入れられやすい。

私たちは、生産現場において、ストレス耐性の需要が高い作物を対象とし、本技術を用いてストレス耐性植物を作出し、
種・苗の販売と同時に栽培許諾契約を農家あるいは企業と結ぶ形でのビジネス展開を目指している。このビジネスの最
初の標的としてバナナは最適であり、バナナへのエピジェネティック変異の導入方法について、特許権及びノウハウで保
護する。模倣対策として、開示しない侵害立証ノウハウとともに、品種の流出を発見する検出技術も併せて確立する。

9月～11月 耐病性を付与するための最適な薬剤
及びストレス処理方法の確立

⚫ バナナの組織培養過程中に、耐病性を付与するために必要な抵抗性誘導剤処理を行い、薬剤濃度お
よび処理期間等を検討し、耐病性の付与に最適な処理方法を確立する。

11月～2月 バナナ栽培の実態調査 ⚫ データベースを用いた市場調査や、実際バナナの生産・苗の販売を行う国内の農家でバナナ栽培現
場の調査を行う。

9月～3月 病害抵抗性が獲得されたバナナにつ
いて、各ストレス耐性に関与する遺伝
子発現やタンパク質発現の変化を見る
ことで、イネと同様な分子機構によって
耐性が付与されているかを確認する。

⚫ ストレス処理前後で、遺伝子の発現量にどのような変化があるのか、はたまた、どのような特徴を持つ
遺伝子が発現変化したのかなどを調べるために、RNA-seqを行う。

⚫ GOエンリッチメント解析により、発現変化した遺伝子群がそれぞれのストレス耐性に関与するのかを確
認する。

⚫ 質量分析計（Q-TOF）を用いたノンターゲッティング解析により、発現変化したタンパク質の特定と機能
解析を行う。

⚫ 病害抵抗性バナナにおいて、全ゲノムメチル化解析およびChIP-seq解析を行う。



採択年度：2022年度

プロジェクトの概要

ビジネスモデル（申請時）

課題名

DEHを含むサプリメントの販売
トクホや機能性表示食品を販売している食品会社や製薬会社へのライセンスアウト

認知症の予防･改善を目的とした既存のサプリメントの多くは、脳に直接作用
するものが少なく、間接的に脳に影響を与えるものが多い。アルギン酸デオ
キシ糖（DEH）は、神経突起伸長を促進する。この技術を用いれば、既存の商

品とは異なる付加価値の高い商品を提供することが可能である。本事業で
は、DEHの大量生産と非臨床試験を行うことでエビデンスの強化を行う。

（2022年7月時点）

研究代表者：三重大学大学院生物資源学研究科 准教授 三宅 英雄

活動計画（申請時）

1. DEHの大量生産のための実証試験を行う。酵素の
大量生産と反応槽の大型化による最適化を行う。

2. 非臨床試験として、慢性脳低灌流モデルマウスおよ
び脳梗塞モデルを用いて、認知機能や虚血性変化
の回復試験を行う。
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アルギン酸デオキシ糖（DEH）の事業化検証

DEHの大量生産

DEHの摂取

認知機能や虚血性変化
の回復試験

DEH



CFRP製バイポーラ製品パッケージの事業化検証

採択年度：2022年度

プロジェクトの概要

ビジネスモデル（申請時）

課題名

国内外の脳神経外科医向けにCFRPバイポーラの製造販売を行う。アジア人向け、女性医師向け、国
外向けに、樹脂の特性を活かして寸法・形状のバリエーションを広げ、パッケージ化する。CFRPバイポ
ーラの開発で得た知見に基づき医療機器へのCFRPの更なる商品開発を拡大し成長する。

脳神経外科医が手術で用いるバイポーラ凝固止血器具において、炭素繊維
強化樹脂（CFRP）を用いて軽量化し、手術負担を軽減する。また、アジア人・

女性医師向けに寸法小型化・形状最適化を図る。これらの特徴を有する
CFRP製バイポーラ(右図)製品等を製造する企業を立ち上げる。

（2022年9月時点）

研究代表者：名城大学理工学部 准教授 仙場 淳彦

活動計画（申請時）

既にある程度の軽量化は達成できたが、顧客の広範なニーズに合
わせた寸法と形状最適化、重量バランス最適化などを引き続き検
討し、樹脂化による付加価値の向上を図る。名城大学は、構造およ
び形状最適化を検討、名古屋大学は実際のユーザー側のニーズと
のマッチング評価、専門的評価を検討、豊光産業は製造技術と実
用化面の検討を行い、CFRPバイポーラの早期実用化を目指す。
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名城大学

理工学部

名古屋大学

医学系研究科
豊光産業

構造評価
形状最適化
耐久性評価

設計・製造技術検討
プロトタイプ試作・コスト評価

ユーザー評価
専門的知見



精神障害の治療薬ならびに患者層別化バイオマーカーの事業化検証

採択年度：2022年度

プロジェクトの概要

ビジネスモデル（申請時）

課題名

アルコール性脳機能障害をはじめとした精神神経疾患の治療・診断に関する研究開発・ライセンスアウトを
主たる活動としたベンチャーの立ち上げを想定している。直近の目標としては、アルコール性脳機能障害の
①治療薬と②診断支援技術の研究開発を進め、ライセンスアウトを目指す。

アルコールの長期乱用や依存に伴う脳機能障害を罹患する患者は、国内外問わず増加の一途を辿っている。
しかし、有用な診断・治療法が確立されていない。

（2022年7月時点）

研究代表者：藤田医科大学大学院保健学科 講師 國澤 和生

活動計画（申請時）

➢ 研究開発として①候補治療薬のアルコール性脳機能障
害の緩解作用機序を明らかにし、投与量及び投与方法
を設定すること、②アルコール性脳機能障害のバイオマ
ーカー候補を絞り込み、その測定方法を確立することを
目標とする。

➢ ビジネスモデルとしては、ベンチャー立ち上げに向け、事
業計画を立案する。さらに、診断支援技術の早期販売を
目指し、顧客候補へのヒアリングを実施し、必要な仕様
を確定する。 18

スタートアップ・エコシステム形成支援

ドラッグリポジショニング開発を通じてアルコール性脳機能障害の①治療薬と

②診断支援技術の研究開発を進め、事業化を目指す。

治療薬の開発・ライセンス
診断技術の開発・ライセンス

診断薬・解析機器の生産、販売治療薬の生産、販売

技術供与販売権付与 ライセンス料 ライセンス料

販売 販売



高効率なヒトがん細胞初代分離培養技術

採択年度：2022年度

プロジェクトの概要

ビジネスモデル（申請時）

課題名

• 抗がん剤の薬剤スクリーニングサービスを事業として担う。
• 検体の回収・運搬については、運輸を専門とする会社への委託を想定している。
• 培養・解析に用いる施設は、藤田医科大学内にて設置を予定している。
• 将来的には本技術をキット化し、病院だけでなく、抗がん剤を開発している製薬企業への提供も想定

している。

（2022年7月時点）

研究代表者：藤田医科大学 研究推進本部 特任教授 山本 直樹

活動計画（申請時）

• がん組織の保存液についてのビジネスモデル化に向けた条件検討
• がん細胞の培養成功率の向上／がん細胞マーカーの探索／従来法との比較や発展性

1) がん細胞の培養成功率の向上
2) 本手法で培養した初代分離がん細胞を用いた新たながん細胞マーカー探索のプロトコル策定
3) 従来法（パラフィン切片）と培養がん細胞からのゲノム抽出遺伝子解析結果の比較検討
4) 上記に関する、さまざまながん種での検証

→ 本技術をキット化して病院のみならず、がんに関する治療薬を開発している製薬企業への提供および抗がん剤の薬剤
スクリーニングサービス事業を担うベンチャーの創出をめざす。

19
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• 昨今、がんの治療薬が多く開発・上市されており、治療選択肢は飛躍的に拡大した。しかし、個々
の患者さんに有効な治療薬を選定する方法は、特段の進歩はないため、迅速に有効な治療薬を
選定する技術が待ち望まれている。

• がん細胞初代分離培養技術は解決策になると考えられるが、培養品質を安定させるのが難しい。
• 従来の手法は、がん細胞だけではなく正常細胞も合わせて培養されてしまうが、本技術による手法

を用いることでがん細胞の純度が高い状態で培養が可能となり、生体外での細胞を用いた薬剤ス
クリーニングが実施できる。



PCLS, ex vivo培養を利用した肺線維症治療薬開発をサポートするシステムの事業化検証

採択年度：2022年度

プロジェクトの概要

ビジネスモデル（申請時）

課題名

起業初期段階ではPCLSの「製造・販売事業」を行い、併せて毒性試験、抗がん剤によ
る副作用の評価を行う「受託試験事業」を中心とした事業を行い、３期目以降には治療
薬スクリーニングを行う「創薬支援事業」と、間質性肺炎治療薬、肺がん治療薬など肺
疾患を中心とした「創薬事業」を進めていく。

難治性疾患、間質性肺炎は5年生存率が50％と高いアンメットメ
ディカルニーズがある。治療薬開発には、肺線維化を適切に評価する実験系が必要だ
が、この実験系がないため研究が進みにくい状況である。我々は、肺線維化を評価で
きる「間質性肺炎感受性の高いマウス」の作製に成功した。さらにこのモデルマウスか
ら肺を薄切した「PCLS」を用い、肺線維化に加え、肺障害を鋭敏かつ短期間で評価す
ることを可能とした。これらのツールを上市し、肺疾患治療薬開発を強力に推進する。

（2022年９月時点）

研究代表者：名古屋市立大学大学院 医学研究科 学内講師 金澤 智

活動計画（申請時）

20
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1. PCLSの凍結保存法の検討
製造販売事業を実施するにあたり、凍結保存による輸送を行う。
最適な凍結保存法について実証実験を実施する。
2. 顧客獲得と顧客のニーズ情報の収集
国内の学会を通して、現在行っている研究上の課題のヒアリングと、
PCLS組織を用いた実験の提案を行い、顧客ニーズを収集する。
3. PCLSサンプルを効率よく生産する方法の検討
PCLS生産を無駄なく、高効率に作製する方法を検討する。

凍結

ヒアリング

効率化



オーダーメイド透析支援の事業化検証

採択年度：2022年度

プロジェクトの概要

ビジネスモデル（申請時）

課題名

透析患者の身体的固有値の計測および毒素推移の見える化を実現する独自技術により構築した
オーダーメイド透析支援アプリケーションの販売を行う．

本研究は「患者を元気にする透析」を実現するために，患者ひとりひとりに
合わせたオーダーメイド透析支援アプリケーションの試作および医師による
評価を行う．現在，国内３４万人の患者全てに適した透析条件を設定するこ
とは難しい．本研究は独自技術（特許出願済）により，毒素推移の見える化
を実現し，患者に合わせた透析支援を実現する．

（2022年7月時点）

研究代表者：静岡大学工学部機械工学科 准教授 佐野 吉彦

活動計画（申請時）

「患者を元気にする透析」を提供する企業を起こすために以下の活動を実施する．

・オーダーメイド透析アプリケーションの試作
・臨床研究とアプリケーションの有用性の確認
・医師評価を活かしたビジネスモデルの強化の実施
・PMDAによる医療機器の承認に向けたロードマップの作成とコスト試算
・第一次資本金の調達先の検討

21
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IoT

採択年度：20２２年度

プロジェクトの概要

ビジネスモデル（申請時）

課題名

バッテリーと発電素子の組み合わせ毎に最適設計の電源回路を提供
・ アーリーアダプターには電源回路ICを供給
・ メインストリームでは電源回路IPで供給

（202２年９月時点）

研究代表者：静岡大学工学部 教授 丹沢 徹

活動計画（申請時）

〇活動終了時点の目標

・出願済み特許及び現在出願準備中の改良特許に関する
回路技術を実証する

〇目標に達するための活動内容
・ 回路の設計・試作・評価・解析。
・ 熱電素子やバッテリーのインピーダンス計測。
・ 上記インピーダンスの電源回路特性への影響評価

22
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IoTセンサー端末向け環境発電・バッテリーのハイブリッド電源回路の事業化検証

• 解決したい課題： IoTセンサー端末のバッテリ交換の手間・コスト

• 提供する価値：バッテリ交換を不要にして省力化・低コスト化
• 背景： トリリオン・センサー（一兆個超のセンサーが毎年地球上に設置）

• 技術の独創性・新規性：コンバータ一つでバッテリ・発電素子電源を制御（右図）


