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広域ベンチャーファンド

学術研究・産学官連携推進本部
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■「岐阜大学発ベンチャー認定等に関する規定」等整備済
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➡創薬シーズ発掘・創薬系ベンチャー創出の強化
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アクセラレーションプログラム
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インキュベーション施設

起業家育成
起業家教育 （研究者・社会人・学生）
プログラム
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の知的財産を生かし、医療関連製品の

動運転に必要な車載レーダで用いられ

映像解析、波形解析処理、AI技術など

開発、医療従事者への技術指導や遠隔

きました。しかし近年は、この核酸

Solstar 社との共同研究契約を締

上場を果たし、将来的には核酸医

る「高周波数電磁波」を可視化・計測

社員が研究室で培った技術を駆使し、

画像診断支援等を行うことで、医療の

自身が、新しいタイプの医薬品とし

結。同年秋には、共同作業による

薬創薬の世界標準として広く認

する技術を有し、製品開発などに取り

企業が抱える問題の解決を目指す。

質向上に貢献し、適切な診療をサポー

て活用されるようになり、低分子医

最初の医薬品候補として抗コロナ

知されるとともに、BioNTech社、

薬や抗体医薬に続く「次世代型医

「siRNA- 3 XX」の特許をカナダ特

Moderna社のような成長を実現さ

薬品」として注目を集めています。

許庁で申請しました。また、令和3

岐阜大学発認定ベンチャー第 1号。
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北出 幸夫

澤田 敏彦

茶野 徳宏

代表の北出幸夫氏が岐阜大学在職

岐阜大学地域科学部の研究グループ

岐阜大学で生まれた核酸化学、糖

中に得た成果をもとに、世界初のマイ

が開発した、化合物の毒性試験結果予

鎖化学のノウハウ、特許を生かして創

クロRNA医薬の上市を目指して設立。

測ソフトウェア「xenoBiotic」を開発

薬に挑戦。カナダの創薬ベンチャー

特許が成立したmiRNA-143は、がん

し、その実用化のために設立。

Solstar Pharma社と連携して商品を

治療の可能性を広げる革新的な医薬

開発するとともに、北米市場の開拓を

候補。

図る。

siRNA型人工核酸医薬

株式会社GF・Milleは、医薬品として優れた配列のRNA
を選抜し、化学修飾を加えて合成することで、副作用の
少ないRNA医薬の完成を目指している。

GF Mille人工核酸各種

※RNA（Ribonucleic acid）…リボ核酸。核酸化学の進展に伴い、
RNAは新しいタイプの医薬品として活用されている。
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