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社会へ  患者さんのもとへBeyond Dedicated Care
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・首都圏に4キャンパス、6附属病院のネットワーク
・日本最大規模の病床数を保有
・年間300万人以上の外来患者数

GAUDIは、臨床ニーズに基づく新規医療技術の開発やデータ
を起点にした研究開発、さらにはスポーツ健康科学と融合した
ヘルスケアの研究開発に至るまで、健康総合大学のポテンシャ
ルを生かした幅広い領域の研究開発を支援します。がん、稀少疾患、難治性疾患をはじめ、多様な専門領

域の医学・医療の専門家が在籍

御茶の水に位置するライフサイエンスの
研究開発拠点

臨床研究中核病院である順天堂医院は、国際水準の
臨床研究や医師主導治験を実施する体制を整備

基礎研究を支援する研究戦略推進センター、臨床研
究を支援する臨床研究・治験センター、実用化を支
援する革新的医療技術開発研究センターが連携して
ワンストップ支援を実施

G A U D I

GAUDIは、
我が国のライフサイエンス分野における
研究開発を促進し、
開発シーズの社会実装に貢献することを
もっとも大切な使命と考えています。

日本最大規模の臨床力

多岐に渡る専門領域の
KOL※が多数在籍

アクセスしやすい
最高の立地条件

臨床研究中核病院として
充実した支援体制

基礎研究から実用化研究
までを包括支援

順天堂大学の強み GAUD Iの強み

2020年12月現在

練馬病院

順天堂越谷病院 さくらキャンパス

静岡病院

三島キャンパス

臨床ニーズ起点の研究開発 新技術・データ起点の研究開発

スポーツ健康科学と
融合したヘルスケア

医薬品　　医療機器
再生医療　体外診断薬

医療AI
ゲノム医療
RWD

予防
機能回復／強化

QOL／ライフスタイル

診断・治療

病床数：577床

病床数：226床

病床数：400床

浦安病院

浦安キャンパス

順天堂東京江東
高齢者医療センター

病床数：785床

病床数：404床

  ※KOL：Key Opinion Leaders

本郷・お茶の水キャンパス

順天堂医院 

各研究室

研究開発
支援部門

臨床プラットフォーム

病床数：1051床

医療看護学部
医療看護学研究科

スポーツ健康科学部
スポーツ健康科学研究科

保健看護学部

医学部、国際教養学部、保健医療学部、
医学研究科、スポーツ健康科学研究科、
医療看護学研究科

医学部、国際教養学部、保健医療学部、
医学研究科、スポーツ健康科学研究科、
医療看護学研究科



社会実装に向けたGAUD Iによるワンストップ支援

GAUDIには、企業と医師等の連携を促進するスタートアップステージと個別プロジェクト開始に向けたアクセラレーションステージ、
そしてプロジェクト開始後の調整業務を行うプロジェクトステージが存在し、実用化までの様々なボトルネックを効率的にクリアする
ための支援を提供します。どのステージから始めることも可能です。

スタートアップ For GAUDI  

アクセラレーションステージ

プロジェクトステージ（希望に応じて）

順天堂ARO GAUDI Par tners

S T A R T  U P

A C C E L E R A T I O N

P R O J E C T

プロジェクトステージとは、共同研究／非臨床試験／臨床試験／特
定臨床研究／医師主導治験等の実施段階を示します。
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社会実装に向けたスタートアップを支援します。

具体的なシーズに対してプロジェクト立ち上げまでの支援を行います。

■GAUDIが企画する各種イベント
■会員向けオンラインセミナー
■研究シーズの登録、探索機会

相談内容の整理

プロジェクト計画立案

ヒアリング・専門家相談
GAUDI

製品の導出

アクセラレーション
ステージ

プロジェクト
ステージスタートアップ

ステージ

●現状確認と把握
●要件整理

など

臨床研究・治験センター

研究戦略推進センター

革新的医療技術開発研究センター

臨床研究を実施するために必要なあらゆる支援機能を備えています。

産学連携、学内研究者に対する基礎研究支援を行います。

順天堂大学における学部横断的な研究開発の推進、実用化まで支援します。

・ライフサイエンス領域に強みを持つシンクタンク
・アカデミアの特性を熟知する特許事務所
・シーズの価値を共有できる金融機関・ベンチャーキャピタル
・GAUDIと密に連携する産業推進支援機関
・GAUDIと包括的支援を提供する非臨床試験機関
・医療事業に不可欠な医療機器認証機関

■プロジェクトマネージメント
・契約締結支援　・チームビルディング　・予算管理　・進捗管理
■会員（GAUDI Members）と研究者及び支援部門との調整業務など

●臨床医へのヒアリング
●知財、レギュラトリー、市場調査等の専門家相談
●資金獲得相談　●GAUDI Partnersへの紹介
●マイルストーンの設定　●チームビルディング
●必要項目・経費の算出　など

GAUDIは、会員制のオープンイノベーションプログラムであり、チームビルディングや、
ベンチャー起業、研究開発資金調達、非臨床試験、臨床試験、及び事業戦略策定等の研究開発における
様々な課題解決のお手伝いをします。
順天堂大学ARO同士が密に連携するだけでなく、外部の研究開発実用化支援に資する諸機関とも連携し、
個別シーズに対する実用化支援を行います。



M E M B E R S H I P

SERVICES and FACILITIES

C O N T A C T
GAUDIは、会員制のオープンイノベーションプログラムです。アクセラレーションステージ及び
プロジェクトステージは別途個別の費用が発生します。（費用については別紙参照）

GAUDIではGAUDIの理念にご賛同頂き、GAUDIの運営に支援頂ける皆様に寄付金をお願いしております。

※ご利用には条件がございます

スタートアップステージのご利用や
開発シーズの個別相談を希望する企業
又は研究者

GAUDIとの連携を希望する企業等

GAUDIが企画する
各種イベントのご案内 マッチングイベント

ウェットラボの利用
（要契約）

会員シーズの情報発信と
学内シーズの情報提供

ウェブ会議システム機器の
利用 コーヒーサービスWi-Fiの利用

ミーティングルームの利用
（要予約）

クリエイティブラウンジの
利用

GAUDI Members

GAUDI Partners

Corporate

Academia

順天堂大学
革新的医療技術開発研究センター
GAUD I事務局

FACEBOOKホームページ INSTAGRAM

TEL

MAIL

URL

03-3813-5017（GAUDI事務局）

gaudi-office@juntendo.ac.jp

https://gaudi-juntendo.jp
本郷・お茶の水キャンパス A棟3F
〒113-8421 東京都文京区本郷2丁目1番1号

76


