支援内容
出会い
の場

交流の
場

知財
戦略

事業計画
策定

マッチング

プロジェクト化

資金
調達

●イベント・セミナー

異分野大手企業とのマッチングイベントといった健康・医療分野の中小・

ベンチャー企業に向けたイベント・セミナーを実施しています。

グラント
獲得

事業化
製品化

販路
開拓

●助成金

横浜ライフイノベーションプラットフォーム

市内企業や大学・研究機関等に

よる研究成果やアイディア等の
事業化を目指した研究開発事業

革新を創り続 ける、その最前線へ

に対してトライアル助成金を交
付しています。

●個別相談支援

支援機関「木原財団」
「 IDEC横

浜」
のコーディネーター等による段
クロスイノベーションカンファレンス

LIP. 横浜 BIBLIO オンラインセミナー

階に応じた丁寧な個別相談支援
をしています。

●展示会出展支援

健康・医療分野に関する展示会への出展支援を行っています。

【過去に出展支援した主な展示会】
・BioJapan

・ヘルスケア・医療機器開発展
「MEDIX」
・COMPAMED

・中国国際輸入博覧会
（CIIE）
中国国際輸入博覧会

BioJapan

●海外展開支援

バイオ関連業界団体「Biocom California（当時：BIOCOM）」との相互連携に関する覚書を締結（2017年国内の自治体初）し、

米国サンディエゴを中心とした海外展開への支援を実施しています。
また、
国内の自治体としては初めて、
米国起業家支援組織

「CONNECT」
と連携したプログラムを実施しています。

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/keizai/lifescience/lip/lifepf.html
お問 合せ先

横浜市経済局

ＬＩＰ. 横浜

横浜市経済局イノベーション都市推進部産業連携推進課

〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10 TEL：045-671-4600 FAX: 045-664-4867 Mail：ke-lifePF@city.yokohama.jp

2021 年 10 月発行

LIP. 横浜とは

横浜から、健康・医療分野（※）のイノベーションを持続的に創出していくことを目的とし、横浜市が産学官金と連

携して取り組むためのプラットフォーム（「横浜ライフイノベーションプラットフォーム」）です。

● 特区の活用

中小・ベンチャー企業等に対する製品化に向けた支援を行い、新技術・新製品の開発を促進していきます。

されています。LIP.横浜では特区を活用して、医薬品

このプラットフォームでは、
企業・大学・研究機関のネットワークから革新的なプロジェクトを生み出すとともに、

横浜市は、国家戦略特区・国際戦略総合特区に指定

や医療機器などの研究開発等を推進しています。

（※）創薬、医療機器開発、診断技術開発、予防医療、再生医療、介護・福祉、健康サービスなど

中小・
ベンチャー企業

海外支援機関

大企業

規制緩和

事例

・医療機器開発における「特区推進調整費」の活用など（国際戦略総合特区）

生命科学・バイオ系分野

ライフサイエンス分野の事業化に向けた
事業計画策定等の支援

医療機器分野

医療機器開発等に取り組むものづくり・

協力機関のネットワーク形成・プロジェクト創出

IT関連企業に対し、研究開発の推進や

中小・ベンチャー企業の製品化支援

医療機関

研究機関

健康関連分野

ヘルスケア分野の新たな製品・

大学

理化学研究所

サービスの創出や、IoTを用いた
新技術の開発を支援

横浜市立大学

ライフイノベーションの推進

超高齢社会が進展する中、今後は予防医療、ヘルスケア機器など、健康寿命を延 ばすための

健康・医療分野のビジネス市場の拡大が見込まれています。横浜市では、健康・医療分野における
革新的な取組をライフイノベーションと捉え、積極的に支援していきます。

1

販路の拡大を支援

VC・金融機関

新技術・新製品の開発促進

税制・金融・財政支援

・横浜市立大学附属病院における「病床規制の特例」など（国家戦略特区）

個別相談、資金調達機会のサポート、

支援機関：木原財団、IDEC横浜

メリット

❶
新たな
ビジネスモデル
創出

❷
中小企業の
チャレンジ支援

❸
社会課題解決への
貢献

参画対象・要件

・健康・医療分野に既に参入している、もしくは今後取り組む意欲がある法人・個人事業主

・LIP.横浜の趣旨である、企業間をはじめ、大学・研究機関など参加メンバー間で連携し、新たなプロジェクト
やビジネスを創出していく
「オープンイノベーション」の考えに賛同いただける法人・個人事業主
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協力機関

LIP.横浜の取組の趣旨に賛同し、その実現のためにご協力いただける皆さまに「協力機関」としてご参画いただいており

ます。
（主な協力機関をご紹介しております。）

デ ジ タル ヘ ル ス ケ ア サ ポ ート 拠 点
デジタルヘルスケア分野での新技術・新製品の開発を支援する拠点を
2021年4月1日に開設しました。

理化学研究所は日本で唯一の自然科学の総合

研究所として、各地に拠点を持ち、広い分野で研

世界的にも高い研究力を有しています。福浦では

学研究センター、生命機能科学研究センター及び

接し、
トランスレーショナル研究の拠点となってい

究を進めています。横浜キャンパスは、生命医科

環 境 資 源 科 学 研 究 センターという３つの研 究

センターを中心として、生命と環境分野の研究を
支える拠点となっています。

この拠点では、IoT分野のI・TOP横浜と健康・医療分野の

がん、再生医療、感染症等の分野を強みとし、

医学部・附属病院・先端医科学研究センターが隣

LIP.横浜の2つのプラットフォームのネットワークを活用して、

木原財団、IDEC横浜、横浜市が、スタートアップや中小企業の製品化に向けた支援や
新たなビジネス創出の支援を行います。

ます。鶴見では理化学研究所横浜事業所とともに
連携大学院を設置し、世界的にもトップレベルの

健康・医療分野

研究環境となっています。

デジタル
ヘルスケア

IoT 技術

●利用対象者

デジタルヘルスケア分野に関連する新技術や新製品の開発を目指すスタートアップ、中小企業、大学・研究機関など
理化学研究所横浜キャンパス

横浜市立大学先端医科学研究センター
(福浦キャンパス)

長から指定を受けた市内唯一の中小企業支援センターです。

郭団体として、
生命科学研究を奨励し、
ライフサイエンス分野の研

となる大企業などとの連携や大学の知的財産の活用をコーディ

LIP. 横浜では、
主に生命科学・バイオ系分野に関する市内中小企業

市内中小企業が新分野進出・新技術開発などを行う際に必要
ネーターが支援します。

LIP. 横浜では、
主に医療機器等の開発に向けた医工連携推進を

の支援を行っています。
市内企業やアカデミアが

行っています。臨床現場等におけるニーズ

し、
マッチングやプロジェクト化を図ることによ

ングなど、ビジネス機会の創出に向けた活動

保有する有望なアイデア・シーズ・技術等を見出
り育成し、
実用化や社会実装を推進しています。
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横浜企業経営支援財団は、中小企業支援法に基づき横浜市

進化学の分野で世界的な業績を残され、
世界に先駆けてゲノムの

究開発とビジネスの発展を支援しています。

・論文や調査レポートなどの閲覧

・デジタルヘルスケア分野を含むヘルスケア分野参入セミナーなどのイベント開催
利用は無料です。

支援機関「木原財団」
・
「IDEC横浜」のコーディネーター等による、段階に応じた丁寧な個別相談・支援をしています。

概念を確立された木原均博士を記念し、
1985年に設立。
横浜市の外

・相談対応・伴走支援、マッチング支援、展示会出展などの販路開拓支援

●利用方法

●２つの支援機関

木原記念横浜生命科学振興財団は、
コムギの研究を中心に遺伝・

●主な支援内容

の情報提供や、医療機器メーカーとのマッチ
を実施しています。

以下のメールアドレスにて事前に予約してください。

【予約メールアドレス】

healthcare@idec.or. jp

LIP.YOKOHAMA BIBLIO
木原財団はグローバルで競争する医療・ライフサイエンス関連ベンチャー

を支援する拠点（LIP.YOKOHAMA BIBLIO）を運営しています。医学・薬学に

関連する文献の閲覧、創薬や事業戦略の専門家相談、イベント・セミナーを
開催しています。詳しくは以下のWEBページから御覧ください。

https://biblio.yokohama/
● twitter ＠BiblioLip
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イノベーション都市・横浜

イノベ ー ション 都 市・横 浜 の 取 組（ Y O X O ）

横浜ライフイノベーションの歩み

横浜市は、早期からライフサイエンス関連産業の成長性に着目してきました。先端的な研究開発の基盤の構築を進め、

現在では、市内に多くの大学・研究機関（約200機関）が立地しているほか、製造業・情報通信業（約9000事業所）が集積し
ており、健康・医療分野の研究開発などを進める良好な環境が整っています。

1988年～93年

金沢バイオパークの整備

2000年

理化学研究所横浜研究所（当時）の開設

2001年

領域を超えた交流
オープンイノベーションを

起業から実証実験等へ発展

促進するプラットフォーム

スタートアップの成長を促し、

オープンイノベーションを創出する拠点

「イノベーション都 市・横 浜」の実現
横浜市は、2019年に、多様な人材が、組織を超えて交流し、

世界に貢献するイノベーションを
生み出す
「産学公民」
の連携基盤
※1

新事業の創出・育成に取り組んでいます 。

ル拠点都市」に選定されました。

ションを推進するプラットフォームを相互に連携させることで、

みらい21地区の研究開発拠点や、関内地区のスタートアップ

※１
「横浜未来機構」
とは民間主体で設立された任意団体です。

ン都市・横浜」を宣言し、また、2020年７月には国の「グローバ

「ヨコハマ・クロスオーバー（YOXO）」を旗印として、みなと

くり・IT産業の集積」を活かし、IoT等（IoT、ビッグ
データ、AI、ロボット等）を活用したビジネス創出

に向けた、交流・連携、
プロジェクト推進、人材育

成等を包括的に進めていくプラットフォームです。
I・TOP横浜は、企業・大学・団体のパートナー

シップを促すことで、IoTやAIなどのテクノロジー

を活用した生産性向上の取組や社会課題解決

への貢献、新たなビジネスモデルの創出を目指

しています。

横浜新技術創造館（インキュベーション施設）開設

横浜市立大学先端医科学研究センター 開設

京浜臨海部ライフイノベーション
国際戦略総合特区の指定
●横浜市立大学先端医科学研究センター

2019年

な実施、想定ユーザーをターゲットとした

との交流・連携等を後押ししています。

中小企業支援

●スタートアップ支援の専門家による個別相談

●イノベーション創出のためのビジネスイベント
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2014年

国家戦略特区の指定

（横浜市大附属病院臨床試験専用病床）

2017年

( 米国サンディエゴ市 ) との覚書締結

慶應義塾大学理工学部矢上キャンパス

神奈川大学

IoT等を活用した中小企業の生産性向上

ションや経済成長の担い手となるスタートアップ・起業家を創出します。

（バイオ企業向け賃貸型研究開発施設）開設

イノベーション都市・横浜宣言

実践的なフィールド活用、新たなプレイヤー

成長を支援する目的で関内地区に設置しました。ここをハブとして、イノベー

●スタートアップ等を対象とした成長支援プログラム

｢ LIP. 横浜 ｣ 始動

ワンストップセンター」等、実証実験の円滑

スタートアップ成長支援拠点「YOXO BOX」は、スタートアップ・起業家の

2009年

Biocom California（当時 :BIOCOM）

横浜市立市民病院

●末広エリア

理化学研究所横浜キャンパス

東京工業大学すずかけ台キャンパス

横浜市立大学鶴見キャンパス

東工大横浜ベンチャープラザ

YOXO BOX

サポート機能

2016年

(福浦キャンパス)

国家戦略特区を活用した
「I・TOP横浜実証

支援などを実施しています。

ライフサイエンス産業振興の取組開始

「BioJapan」横浜初開催
横浜バイオ産業センター

2011年

実証実験支援

マッチングイベントの開催、製品開発への

2005年

2006年

市内企業のIoT及びライフイノベーションの取組を促進します。

に向けて、専門家派遣や導入費用の助成、

●理化学研究所横浜キャンパス

木原記念横浜生命科学振興財団による

また、
「I・TOP横浜」と
「LIP.横浜」の２つのオープンイノベー

I・TO P 横 浜（I oTオープンイノベーション・パートナーズ）
I・TOP横浜は、横浜経済の強みである
「ものづ

2003年 /2005年

など、市内各地でイノベーション人材の交流を広げ、産学官で

新たなイノベーションを横浜から創出していく、
「イノベーショ

横浜市立大学鶴見キャンパス

（連携大学院）開設

（連携大学院）

木原記念横浜生命科学振興財団

横浜国立大学

横浜市産学共同研究センター

横浜バイオ産業センター(YBIC)
横浜新技術創造館１・２号館

横浜市立大学舞岡キャンパス
（木原生物学研究所）
●福浦エリア

横浜国際平和会議場(パシフィコ横浜)

横浜市立大学福浦キャンパス

(附属病院、
先端医科学研究センター)

金沢バイオパーク

横浜金沢ハイテクセンター・
テクノコア

(リーディングベンチャープラザ)

横浜薬科大学

関東学院大学

横浜市立大学附属市民総合医療センター

横浜市立脳卒中・神経脊椎センター

海洋研究開発機構
（JAMSTEC）横浜研究所

横浜市立大学金沢八景キャンパス
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横 浜 に は イ ノ ベ ー シ ョ ン へ の 扉 が あ る

横浜市経済局産業連携推進課作成

支 援事例紹介 Ⅱ

治療困難な希少疾患を対象とした真に有効な治療薬の開発

2021年10月発行

アーサムセラピューティクス（株）

独自のドラッグリポジショニングの手法を用いて、治療困難な希少疾患を対象に、真に有効な新規治療薬“Medicines that matter”

を 研究開発するバイオベンチャー。
難治性脈管奇形治療のための PI3K(ホスファチジルイノシトール 3-キナーゼ)阻害薬
「ART-001」
や、
水疱性類天疱瘡治療のための PDE4(ホスホジエステラーゼ 4)阻害剤「ART-648」
の第 II 相治験を実施中。

●米国サンディエゴ起業家支援組織「CONNECT」
による
アクセラレーションプログラム第1期修了
●木原財団の専門家等による個別相談支援、資金調達支援、
パートナー企業の紹介

重症患者管理システム iBSEN(イプセン) （株）CROSS SYNC
医療現場におけるデータを利活用し、患者管理の質をあげるとともに 医療従

事者間の情報共有をスムーズにするためのソリューション「iBSEN(イプセン)」。
AI アルゴリズムによる患者重症度のリアルタイム での判定、医療従事者の情報
共有等が可能。

●YOXOアクセラレータープログラム2019採択

●米国サンディエゴ起業家支援組織「CONNECT」
による
アクセラレーションプログラム第2期修了
●内閣府が選定した
「グローバル拠点都市」
のスタートアップを
対象とした海外展開アクセラレーションプログラム採択(横浜市枠)

飛沫対策マスク Pro M(プロエム)

アプリ画面①
ベッドマップ

アプリ画面②
リアルタイム重症度判定

ソルブ(株)、(有)ロッキー化成、聖マリアンナ医科大学

内視鏡検査における医師・患者の感染リスクを低減するためのマスク
「Pro M(プロエム)」
を開発。聖マリアンナ医科大学の前畑教授

が 考案し、(有)ロッキー化成が細部の設計を見直し、
より洗練されたモデルとして製造。複数の医師の協力により使用上の安全性を
確認し、医療機器卸売業であるソルブ(株)が全国の医療機関へ販売。

●IDEC 横浜の「医工連携推進コーディネーター」による
医療現場で使われる製品に求められる品質等のアドバイス
●医工連携の取組の中で、大学との共同開発にかかる産学
連携支援、知的財産の取扱いにかかる支援や、
マーケティ
ング面のブラッシュアップを図る販路開拓支援等、多数の
課題解決を一貫支援

「筋肉の声を聴く。
」筋肉 Phone

神奈川大学、
サルーステック(株)

筋肉の動きを電気信号で読みとることで、
トレーニングの質的評価や日常生活において、

どの筋肉が活動し、活動していないかなど、誰もが簡単に筋肉の活動を把握できるセン

サーデバイスを研究開発。今後製品化により、
アスリートや筋トレマスターだけでなく、逆

上がりに 悩む子どもからフレイルが気になる高齢者、
また、
リハビリの効果測定といった
ヘルスケア用途 まで幅広く活用が期待される。

●LIP.横浜トライアル助成金を活用し、研究開発を推進
●木原財団の専門家等による個別相談支援、研究開発パートナーとのマッチング支援
●LIP.横浜トライアル助成金成果報告会への参加
●横浜市立大学先端医科学研究センターコミュニケーション・デザイン・センター
(YCU-CDC)と連携したテクニカルイラストレーション支援

スマホでかんたんオーダーメイド靴 Shoe-Craft-Terminal

ビネット&クラリティ(同)

東京工業大学と共同研究し、足のトラブル防止や歩行による健康維持増進に向け、各人にフィットしたオーダーメイド靴を来店

せずに製作する靴のフルオーダーメイドサービス。動画解析による遠隔の足測定システムを構築し、機械学習と3Dプリンターを
活用することで実現。

●LIP.横浜トライアル助成金を活用し、研究開発を推進

●木原財団の専門家等による個別相談支援、研究開発
パートナー とのマッチング支援

動画解析により取得した足の形

聴診教育クラウドシステム iPax(アイパクス)

3D プリンターで出力した試し履き用の透明な靴

(株)テレメディカ

自分自身の端末で聴診学習ができるオンライン学習システム。専用サイトにアクセスすれば、
いつでも、
どこでも、生体と変わらない

聴診音 で学習することができ、管理者は、管理者専用ページで、学生の利用履歴やクイズ正答率をいつでも確認することができる

ため、
オンライン 授業の教材として利用可能。
●LIP.横浜トライアル助成金を活用し、
研究開発を推進

●LIP.横浜トライアル助成金成果報告会
への参加

iPax

