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OUVCの活動状況（1/5) ※OUVC10月のマンスリーレポートより抜粋

OUVCとupto4による【創業CEO発掘プロジェクト】オンラインイベントが開催されました

第１回 ９月2日 脱炭素・素材分野の技術シーズ発表

OUVCキャピタリスト2名が、スタートアップの創業を目指している大学発最先端テクノロジーの「脱炭素」
「素材」関連の先生方の研究内容を紹介いたしました。イベントでは技術やマーケットについてなど、先生方
の研究成果を知っていただく良い機会となりました。

第２回 ９月２７日 大学スタートアップを始めるには？Q＆A祭！

第１回同様、OUVCキャピタリスト2名が、スタートアップを始めるにあたっての疑問を解消するべく、参加
者との双方向コミュニケーションイベントを開催いたしました。当日は時間ギリギリまで資金調達や事業運営
、キャリアについてなど、多くの質問をいただきました。
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OUVCの活動状況（2/5) ※OUVC11月のマンスリーレポートより抜粋

OUVCとupto4による【創業CEO発掘プロジェクト】オンラインイベントが開催されました

第3回 10月2６日

【創業CEO発掘プロジェクト】として、第２回 研究シーズ紹介イベントを開催いたしました
今回は実際に先生や経営者の方にご登壇をいただき、各シーズについてご紹介をいただきました。
紹介されたシーズはいずれもヘルスケア領域のもので、領域に精通した参加者の方から今後の事業展望や、技術について、
マーケットについてなど様々な質問が飛び交う、活発な交流の場となりました。
今後も同様のイベントを企画しており、研究成果の社会実装を促進できるよう、より良い経営者と人材のマッチングの
機会を創出してきます。
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OUVCの活動状況（3/5) ※OUVC10月のマンスリーレポートより抜粋

新任教員研修プログラム

日本経済新聞 都市の針路インタビューに弊社代表清水のインタビュー記事が掲載されました

９月14日 日本経済新聞 都市の針路インタービューにおいて、関西における医療系スタートアップにフォーカスした大
阪大学ベンチャーキャピタルの投資状況や、医療系スタートアップに対する課題・期待等についてのインタービュー記事が
掲載されました。
その中でも、昨今のスタートアップが起業からIPOに至る期間が延びているという背景から、VCの出口戦略としてIPO一辺
倒の計画・支援からM＆Aも取り入れた柔軟な対応が必要であると述べています。
記事リンク先
https://www.nikkei.com/nkd/theme/909/news/?DisplayType=1&ng=DGXZQOUF19ALB019082022000000

9月20日(火)に大阪大学が開催した“新任教員研修プログラムに本年度も
講師として水原投資部長が登壇しました。同プログラムは新任教員向け
に産学共創を喚起する目的で年一回開催されており、水原部長は「阪大
発ベンチャーを起業するには！～阪大教員の体験談を交えて～ 」という
観点で例年通りアイポア（株）の関与研究者である産業科学研究所の谷
口教授とタッグを組んで説明を行いました。このタッグでの講演は4年連
続です。講演終わりの質疑応答では、教員の活動・インセンティブなど
に関する話題を中心に展開しました。

https://www.nikkei.com/nkd/theme/909/news/?DisplayType=1&ng=DGXZQOUF19ALB019082022000000
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OUVCの活動状況（4/5) ※OUVC11月のマンスリーレポートより抜粋

『ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット2022』にOUVCが出展しました

10/12(水)～10/14(金)パシフィコ横浜にて開催予定の「ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット（以下、JHVS）」に
OUVCが出展しました。JHVSは、医療系ベンチャーやベンチャーを支援する方がブースの出展やプレゼンテーション等を行
うことにより、参加者・出展者・大手企業・金融機関・研究機関等とのマッチングやネットワーキングを図ることが目的のイ
ベントです。
多くの来場者の方にOUVCのブースに足を運んで頂き、医療系ベンチャーに積極的に投資をするOUVCとしてプレゼンスを示
し、ネットワーキング構築に繋げました。

＜同時開催＞
• 世界で最も歴史のあるバイオテクノロジー展「BioJapan」
• 再生医療分野の研究開発の加速・産業化を目指す「再生医療JAPAN」
• デジタルテクノロジー×ライフサイエンス融合による新たな価値提供にフォーカスをあてる「healthTECH JAPAN」

[ピッチイベント] [ブース]
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OUVCの活動状況（5/5) ※OUVC11月のマンスリーレポートより抜粋

投資先のイムノセンス・EX-Fusionが「J-Startup KANSAI」に選定されました

OUVC1号ファンドの投資先である株式会社イムノセンス（本社：大阪府大阪市、代表取締役：杉原 宏和）及びOUVC2号
ファンドの投資先である株式会社EX-Fusion（本社：大阪府吹田市、代表取締役：松尾 一輝）が「J-Startup KANSAI」
に選定されました。
J-Startup KANSAIは経済産業省のJ-Startupプログラムの地域展開として、令和2年9月に開始しました。関西から全国・
世界へはばたく有望なスタートアップ41社を選定し、内閣府のスタートアップ・エコシステム拠点形成事業と連動しなが
ら、公的機関と民間企業が連携して集中支援を実施しています。

J-Startup KANSAIでは、関西発の有望なスタートアップ企業群を明らかにし、地域ぐるみで起業家を応援・支援する
仕組みを構築することで、地域が起業家を生み、育てる好循環（＝「エコシステム」）の強化を目指しています。
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OUVC投資先活動情報（1/4) ※OUVC10月のマンスリーレポートより抜粋
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2022年9月5日 株式会社糖鎖工学研究所

糖鎖工学研究所 第2回サイエンスセミナー開催のお知らせ URL: https://www.glytech.jp/news/

2022年9月7日 株式会社JEPLAN

総額24.4億円のシリーズD資金調達完了のお知らせ URL: https://www.jeplan.co.jp/news/

2022年9月8日 株式会社アイ・ブレインサイエンス

大学発ベンチャー表彰2022「大学発ベンチャー表彰特別賞」を受賞
URL: https://www.ai-brainscience.co.jp/20220908_723/

2022年9月8日 株式会社PURMX Therapeutics

大学発ベンチャー表彰【大学発ベンチャー表彰特別賞】受賞 URL: https://www.purmx.com/blog

2022年9月11日 ネクスファイ・テクノロジー株式会社

令和のベストヒット大賞に掲載されました URL: https://www.nexfi-tech.com/archives/276

2022年9月12日 他 クリムゾンテクノロジー株式会社

Voidol無償配布期間延長のお知らせ URL: https://crimsontech.jp/crimson-news/

2022年9月16日 他 株式会社mediVR

ITヘルスケア学会第15回学術大会のシンポジウム「XR(VR/AR/MR)とメタバースの医療ヘルスケア活用最前線」に
て招待講演を行います(2022/10/16) URL: https://www.medivr.jp/news/

2022年9月16日 他 株式会社AFIテクノロジー

日本防菌防黴学会 第49回年次大会 PixeeMo 出展のお知らせ URL: https://afi.co.jp/news/2022/220916.html

2022年9月16日 他 ルクサナバイオテク株式会社

Bio Japan 2022にNPO法人近畿バイオ産業振興機構と共同出展いたします。
URL: https://luxnabiotech.co.jp/news

2022年9月18日 株式会社AI Samurai

AI Samuraiと三井住友海上火災保険は、知的財産権訴訟費用保険が無償付帯で、業界初となる『特許評価・作成
サービス with 知財訴訟費用保険』を新発売します！
URL: https://aisamurai.co.jp/2022/09/18/ip-insurance/

https://www.glytech.jp/news/
https://www.jeplan.co.jp/news/
https://www.ai-brainscience.co.jp/20220908_723/
https://www.purmx.com/blog
https://www.nexfi-tech.com/archives/276
https://crimsontech.jp/crimson-news/
https://www.medivr.jp/news/
https://afi.co.jp/news/2022/220916.html
https://luxnabiotech.co.jp/news
https://aisamurai.co.jp/2022/09/18/ip-insurance/
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OUVC投資先活動情報（2/4) ※OUVC10月のマンスリーレポートより抜粋

2022年9月18日 他 ナノフォトン株式会社

OPTICS & PHOTONICS NEWS 10月号に会長の河田聡の巻頭言が掲載されました
URL: https://www.nanophoton.jp/news-room/news/2022/09/22/october

2022年9月21日 他 マイキャン・テクノロジーズ株式会社

cMylc細胞を用いた抗体依存性感染増強反応に関する研究成果が「Scientific Reports」に掲載されました
URL: https://www.micantechnologies.com/home-2

2022年9月22日 他 株式会社ファンペップ

モーニングスター主催「個人投資家向けIR説明会」への出演のお知らせ
URL: https://www.funpep.co.jp/archives/1978

2022年9月27日 株式会社サイキンソー

【日本人の腸内フローラデータ分析】秋の味覚分析レポートを公開しました
URL: https://cykinso.co.jp/news/220927

2022年9月27日 株式会社メトセラ

BioJapan 2022 スポンサーセミナー（2022年10月14日）にメトセラ代表取締役 野上健一が登壇予定
URL: https://www.metcela.com/category/news-jp/

2022年9月28日 PGV株式会社

「国際福祉機器展」に出展します URL: https://www.pgv.co.jp/news/index?hsLang=ja#post-1

2022年9月28日 株式会社Thinker

フリップデスク社が提供する CX最適化ソリューション「Data Union」の コンサルティング業務を開始
URL: https://thinker-inc.jp/news/503/

2022年9月29日 他 ペリオセラピア株式会社

谷山義明先生が2022年10月1日より、ペリオセラピア社代表取締役社長（大阪大学医学部・招聘教授兼任）を辞任
し、大阪大学大学院医学系研究科・先端分子治療学・特任教授に就任します。また、ペリオセラピア社の柴田部長
も先端分子治療学の特任研究員に就任します。葛城鳴門 招聘准教授、鯉渕信孝 招聘准教授、村津淳招聘教員も同
時に合流する予定です。URL: https://periotherapia.co.jp/news.html

https://www.nanophoton.jp/news-room/news/2022/09/22/october
https://www.micantechnologies.com/home-2
https://www.funpep.co.jp/archives/1978
https://cykinso.co.jp/news/220927
https://www.metcela.com/category/news-jp/
https://www.pgv.co.jp/news/index?hsLang=ja#post-1
https://thinker-inc.jp/news/503/
https://periotherapia.co.jp/news.html
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OUVC投資先活動情報（3/4) ※OUVC11月のマンスリーレポートより抜粋

2022年10月3日 他 株式会社サイキンソー

細菌叢研究支援サービス「Cykinso Research」のLPをリニューアルしました
URL: https://cykinso.co.jp/news/221003

2022年10月4日 株式会社AFIテクノロジー

代表取締役交代のお知らせ URL: https://afi.co.jp/news/2022/221004.html

2022年10月4日 株式会社SENTAN Pharma

第60回日本糖尿病学会九州地方会に出展いたします
URL: https://www.sentan.co.jp/news/qrrlr20000000yeg.html

2022年10月7日 他 株式会社メトセラ

日経電子版オンラインセミナー：進化する再生医療ビジネスの未来（2022年11月17日）にメトセラ代表取締役 岩
宮貴紘が登壇予定 URL: https://www.metcela.com/category/news-jp/

2022年10月11日 他 クリムゾンテクノロジー株式会社

メタバース総合展に出展します！ URL: https://crimsontech.jp/crimson_news/metaverse/

2022年10月12日 マイキャン・テクノロジーズ株式会社

【出展中】アジア最大級のパートナリングイベント「BioJapan」（会場：パシフィコ横浜 会期：2022.10.12 
（水）～2022.10.14 （金）） URL: https://www.micantechnologies.com/jp-news

2022年10月12日 他 株式会社AI Samurai

(株)AI Samuraiは、東京海上日動火災保険と連携し、知的財産権リスクの補償を行う国内Ｍ＆Ａ保険（表明保証保
険）を開発しました URL: https://aisamurai.co.jp/2022/10/12/manda-insurance/

2022年10月12日 他 株式会社JEPLAN

BRING®「REGENERATIVE T-SHIRT with CIRCULAR BOX」が世界的なデザイン賞「Red Dot Award」を受賞
URL: https://www.jeplan.co.jp/2022/10/12/11020/

2022年10月13日 PGV株式会社

healthTECH JAPAN 2022に出展しています
URL: https://www.pgv.co.jp/nais-entry/case-study/neuro2022-0

https://cykinso.co.jp/news/221003
https://afi.co.jp/news/2022/221004.html
https://www.sentan.co.jp/news/qrrlr20000000yeg.html
https://www.metcela.com/category/news-jp/
https://crimsontech.jp/crimson_news/metaverse/
https://www.micantechnologies.com/jp-news
https://aisamurai.co.jp/2022/10/12/manda-insurance/
https://www.jeplan.co.jp/2022/10/12/11020/
https://www.pgv.co.jp/nais-entry/case-study/neuro2022-0
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OUVC投資先活動情報（4/4) ※OUVC11月のマンスリーレポートより抜粋

2022年10月17日 他 株式会社ファンペップ

連結子会社への事業譲渡に関するお知らせ
URL: https://www.funpep.co.jp/

2022年10月19日 他 PaMeLa株式会社

日本ペインクリニック学会第56回学術集会で最優秀演題賞に選ばれました！！
URL: https://pain-ml.com/news/

2022年10月19日 他 株式会社エスケーファイン

JIMTOF2022 日本国際工作機械見本市【2022年11月8日(火)～11月13日(日) 東京ビッグサイト南館 AM209】
に出展致します。 URL: https://sk-fine.co.jp/

2022年10月20日 他 株式会社mediVR

mediVRリハビリテーションセンター東京、本日オープンしました
URL: https://www.medivr.jp/news/

2022年10月21日 他 ナノフォトン株式会社

OPTICS & PHOTONICS NEWS 11月号に会長の河田聡の巻頭言が掲載されました
URL: https://www.nanophoton.jp/news-room/news/2022/10/21/november

2022年10月24日 株式会社コトバデザイン

第2回XR総合展（秋）に「リモート接客システム」を出展
URL: https://cotobadesign.com/news/

2022年10月27日 他 株式会社イムノセンス

「動物の健康を支える新規事業探索プログラム」大賞に選定
URL: http://immunosens.com/news

https://www.funpep.co.jp/
https://pain-ml.com/news/
https://sk-fine.co.jp/
https://www.medivr.jp/news/
https://www.nanophoton.jp/news-room/news/2022/10/21/november
https://cotobadesign.com/news/
http://immunosens.com/news
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◼ご寄付をお考えの方へ

Innovators’ Clubの活動の更なる充実発展のために、大阪大学の未来基金内に「アントレプレナー育成基金（Innovators’ 

Club）」を立ち上げています。

寄付の詳しい内容については以下のWEBサイトに記載しておりますので、趣旨にご賛同いただける方は是非ご支援のほ

どよろしくお願いいたします。

https://www.miraikikin.osaka-u.ac.jp/531/

ご寄付について

https://www.miraikikin.osaka-u.ac.jp/531/
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