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東京大学特任教授
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木村廣道

「体内病院」実現を目指す6つのアプローチ

COINS では、がんや認知症のような、とくに高齢化で表面化する疾患をターゲーットに、
ナノバイオテクノロジーを用いたDDS（薬物送達システム）
や診断デバイスの開発といった
６つのアプローチ（サブテーマ）を設定して、「体内病院」の実現を目指しています。

片岡一則

舞台は日本のハブ空港羽田を控える産業振興の聖地、
京浜工業地帯！ここを拠点に世界が注目する新たな医
療産業が胎動を始めました。「不可能を可能に」を目
指して日本中・世界中から多様な人材・資金・最先端
の技術を集積。今までとは異なる発想で設計されたス
マートナノマシンが「 体内病院 」となり、困難とされ
てきた病気の治療・予防を解決に導きます。民間企業、
研究機関、大学の研究者たちがひとつ屋根の下、思う
存分に働き、経営戦略チームが世界最先端の社会シス
テムの構築をする。ベンチャー企業、製品、サービス
が続々と誕生する日の到来です。

本提案の革新性は、いつでも・どこでも・誰でも、心
理的・身体的・経済的負担なく、社会的負荷の大きい
疾患から解放されていくことで、自律的に健康になっ
ていく社会（スマートライフケア社会）
を実現すること
です。そこで、これまで SF の世界でしか語られるこ
とのなかった「体内の微小環境を自律巡回するウイル
スサイズ（ ～ 50nm ）のスマートナノマシン」を、診断
と治療に必要な要素技術をあらかじめ作り込んだ機能
分子（レゴ分子 ）の自動会合によって創製し、人体内の
「必要な場所で・必要な時に・必要な診断と治療」を
行う「体内病院 」の構築を目指します。

COINS のビジョン・ミッション

アキュルナ株式会社、

Vision/Mission

COINSが目指す将来技術「体内病院」
COINS（Center of Open Innovation Network for Smart Health：コインズ ）は、将来の社会ニーズを先取りし、
国内外の大学や企業が最先端の技術、人材、アイデアを持ち寄ることで「未来を変える製品・サービス 」を開発する全
く新しい発想の研究拠点です。
COINS が目指すのは、体内を 24 時間巡回し、病気の予兆を見つけ～治療を行い～体外に情報を直ちに知らせる、夢
のスマートナノマシンの開発です。その開発に向けて、世界最先端のナノ医療研究機関や企業が結集し、産学官の壁
を越えた融合研究を進めています。

COINS は文部科学省「革新的イノベーション創出プログラム（COI STREAM）
」の採択拠点です。
COINSには、偶然の出会い（ Coincidences ）が多数起きる場所であるとの発想、世界の多くの人が札束でなく
コイン
（ Coins ）で医療にアクセスできるようにしたいとの思いが込められています。また、
ロゴマークにある「 I 」
の上の図柄は、重なり合う羽を表現しており、「異分野が融合して新たな価値とイノベーションを創出する」
「I の
ロウソクにイノベーションの火が灯る」
「蝶が羽田空港（この拠点の近隣）に集まり、
世界に羽ばたいていく」
「煙
突からイノベーションの煙が立ち、京浜工業地帯の変化を象徴」という意味を込めています。

東京医科大学、

オープンイノベーションによる「体内病院」の実現へ

System

産学官が連携する革新的オープンイノベーション体制
本事業では、
「スマートライフケア社会への変革を先導するものづくりオープンイノベーション拠点」として、
参画する各研究機関の連携を加速させる、新たなプラットフォームを生み出し、これまで企業や大学だけでは
実現できなかった、革新的なイノベーションを産学連携で創出することを目指しています。

体内病院とは、
社会的重大疾患を効果的に抑え、
みんなが、人手をかけずに、
自然体で健康に暮らす将来技術です。

COINSの最先端研究を支える
ナノ医療イノベーションセンター
ナノ医療イノベーションセンター（ iCONM）は、文科省「地域資源等を活用した産学連携による国際科学イノベーション拠点整備
事業」の下、川崎市の支援により建設された研究施設であり、平成 27 年 4月より運営を開始しました。有機合成・微細加工から前
臨床試験までの研究開発を一気通貫で行うことが可能な最先端の設備と実験機器を備え、産学官・医工連携によるオープンイノベー
ションを推進することを目的に設計された世界でも類を見ない非常にユニークな研究施設です。

iCONMのビジョン
iCONM は

を目指します。

殿町国際戦略拠点キングスカイフロント

イノベーションを加速する
アンダー・ザ・ワンルーフ

iCONMは、キングスカイフロントという国
家戦略特区・国際戦略総合特区等の区域に

ナノ医療イノベーションセンター（iCONM）は「一つ
屋根の下」のコンセプトのもと、研究機器やスペース、
ドライラボの共同利用を図っており、人と人とが交
流しやすい仕掛けになっています。COINS 参画機関
の研究者がオープンな環境で刺激し合うことで多く
のブレークスルーが生まれ社会実装が加速すること
が期待されます。
また体内病院が求心力となり、国内外の多様な人材
やシーズが集うことでよりイノベーティブなアイデ
アが持続的に生まれることが期待されています。
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摩

川

進出決定企業
① CYBERDINE 株式会社
② JSR 株式会社
③ 川澄化学工業株式会社
④ 株式会社島津製作所
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医療機器の進化（小型化、高機能化、低侵襲化）

治療

医師を小さくして
体内に送り込むアイデア

S Fの世界

る世界最高水準の研究開発から新産業を
創出する「国際戦略拠点」の形成が進んで
います。
「 キングスカイフロント
（KING SKYFRONT）」
の「KING」 は「Kawasaki INnovation
Gateway」の頭文字と「殿町」の地名に
由来したもので、キングスカイフロント
が日本の成長を牽引し、世界の持続的な

診断
※「スマートナノマシン」、
「健康コンビナート」、
「体内病院」および「in-body hospitals」は公益財団法人 川崎市産業振興財団の登録商標です。
なお、本文および図表中では「®」は明記しておりません。

38度線上の怪物
１９５４年 日本
（手塚治虫）

では、ライフサイエンス・環境分野におけ

キングスカイフロントは首都圏中心部、
国際貿易港である京浜港を有する京浜臨
海部に位置し、羽田空港にも近接してい
ます。多彩なネットワークを活用して、
国内はもとより海外との連携を加速させ
ます。

イノベーション

S Fの世界を現実化

殿町地区」の約 40 ha に及ぶ開発エリア

世界への技術発信地として…

検出
体内型
人工心臓

の南西、多摩川の対岸に位置する「川崎市

込められています。

COINS では、全ての医療機能が人体内に集約化される「体内病院」の実現を目指し
ています。ウイルスサイズのスマートナノマシンが、体内の微小環境を自律巡回し、
２４時間治療・診断を行います。

体外型
人工腎臓

指定されている土地にあります。羽田空港

発展に貢献する拠点であるという意味が

「体内病院」の実現を目指す

松葉杖

Aナノ医療イノベーションセンター(iCONM)
Ⓑ リサーチゲー
トビルディング殿町2(RGB2)
Ⓒ 日本メ
ドトロニック株式会社
Ⓓ リサーチゲー
トビルディング殿町1(RGB1)
Ⓔ 川崎生命科学・環境研究センター(LiSE)
Ⓕ 実験動物中央研究所
Ⓖ 富士フィルム富山化学株式会社
Ⓗ 川崎キングスカイフロント東急REIホテル
Ⓘ ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
Ⓙ 日本アイソトープ協会
Ⓚ ライフイノベーションセンター(LIC)
Ⓛ ペプチドリーム株式会社
Ⓜ 国立医薬品食品衛生研究所
Ⓝ クリエー
トメディック株式会社

ミクロの決死圏

http: //coins.kawasaki-net.ne.jp/

実現

１９６６年 米国

ウイルスサイズの
スマートナノマシン
201X 年

公益財団法人 川崎市産業振興財団

全ての機能が人体内に集約化

スマートライフケア社会への変革を先導するものづくりオープンイノベーション拠点
〒 210-0821 川崎市川崎区殿町 3-25-14 TEL 044-589-5785 FAX 044-589-5789
2 0 19 .5 -J 0 11

スマートライフケア社会への変革を先導する

ものづく りオープンイノベーション拠点

・京浜健康コンビナートの中核として、
・市民の誇りとなり、
・夢を叶える医療技術を次々と発信する、
・世界で最もイノベーティブな拠点
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http: //coins.kawasaki-net.ne.jp/

実現

１９６６年 米国

ウイルスサイズの
スマートナノマシン
201X 年

公益財団法人 川崎市産業振興財団

全ての機能が人体内に集約化

スマートライフケア社会への変革を先導するものづくりオープンイノベーション拠点
〒 210-0821 川崎市川崎区殿町 3-25-14 TEL 044-589-5785 FAX 044-589-5789
2 0 19 .5 -J 0 11

スマートライフケア社会への変革を先導する

ものづく りオープンイノベーション拠点

・京浜健康コンビナートの中核として、
・市民の誇りとなり、
・夢を叶える医療技術を次々と発信する、
・世界で最もイノベーティブな拠点

