
東九州メディカルバレー構想における成果 

大分県・宮崎県 

～広がる地域間連携の取り組み～ 

平成２９年１月２７日（金） 
第３回全国医療機器開発会議 



地域医療の活性化と
国際医療交流の推進 

１ 研究開発の拠点づくり 
 血液・血管関連など新たな医療や医療機器の研究開発 

 ・医療機器の臨床試験センター設置 
 ・血液や血管を中心とした新たな医療に関する研究会の設置 
 ・産学連携、医工連携の推進 
 ・治験ネットワークの構築 
 ・現場ニーズに基づく研究開発の効率化、迅速化 
 ・国等のプロジェクトの獲得 

２ 医療技術人材育成の拠点づくり 
 医療技術人材の育成 

 ・医療技術のトレーニングセンターの設置 
 ・海外からの医療技術者の研修を受け入れる窓口を設置 
 ・大学や高等学校に医療技術人材を養成する学科等の設置 

３ 血液・血管に関する医療拠点づくり 
 血液・血管関連の新たな医療の提供 

 ・血液や血管に関する高度医療の拠点整備の検討 
 ・国内外の関連医療機関のネットワーク化   

４ 医療機器産業の拠点づくり 
 企業誘致や参入による医療機器産業の集積 

 ・医療機器産業参入のための参入研究会の立ち上げと 
  活動の支援 
 ・医療機器開発に必要な試験研究機関等の誘致 
 ・医療機器メーカーの一層の誘致 

研究開発拠点 

人材育成拠点 

新たな医療拠点 
医療機器生産拠点 

  構想推進 
   ・構想推進大会の開催 
   ・構想推進会議の設置 
   ・総合特区制度の活用 
   ・関連学会との連携 

アジアに貢献する４つの拠点づくり 
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東九州地域医療産業拠点構想（東九州メディカルバレー構想）の概要 

東九州地域において、血液や血管に関する医療を中心に、産学官が連携を深め、医療機器産業の一層の集積と地
域経済への波及、更にはこの産業集積を活かした地域活性化と、医療の分野でアジアに貢献する地域を目指す。 



《大分県･宮崎両県生産拠点の状況》  
 
◎旭化成メディカル株式会社 
  ■ 人工腎臓（ダイアライザー） 
     日本No.1   
     世界No.2グループ 
 
 
 
 
 
  ■ アフェレシス製品（血液浄化デバイス） 
      日本No.1  世界No.1 
  ■ 白血球除去フィルター（セパセル） 
      日本No.1  世界No.1 
  ■ ウィルス除去フィルター 
      日本No.1  世界No.1 
 
 
◎川澄化学工業株式会社 
  ■ 血液回路 
  ■ 血液バッグ製品 
           
 
 
 
 
 
 
◎メディキット株式会社 
  ■ 血管用カテーテル 
  ■ 透析用留置針 
          日本No.1 
  ■ 静脈留置針 
          日本No.1 

企業名 工場名 所在地 製造品目

人工腎臓工場 人工腎臓

アフェレシス工場 血液浄化器

セパセル工場 白血球除去フィルター

プラノバ大分工場

プラノバ工場

岡富工場 人工腎臓

ＥＶ工場

恒富工場

三重工場 豊後大野市 透析用血液回路

佐伯工場 佐伯市 輸液・輸血キット

野津工場
（川澄プラテック（株））

臼杵市 人工心肺回路

東郷メディキット(株) 日向工場

日向第二工場

川澄化学工業(株)

日向市 カテーテル、留置針

透析用中空糸

ウイルス除去フィルター

大分市

延岡市

旭化成メディカルＭＴ(株)

《各社のシェア》 

《医療機器生産額の状況》 
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26年 25年 増減額 比率 26年 25年

百万円 百万円 百万円 ％ ％ ％

全国 1,989,497 1,905,492 84,005 4.4 100.00 100.00

1 静岡 386,540 373,890 12,650 3.4 19.43 19.62

2 栃木 191,871 189,486 2,384 1.3 9.64 9.94

3 福島 130,344 124,471 5,873 4.7 6.55 6.53

4 東京 120,860 105,655 15,205 14.4 6.07 5.54

5 茨城 118,076 97,860 20,216 20.7 5.93 5.14

6 埼玉 117,307 110,368 6,939 6.3 5.90 5.79

7 千葉 99,065 91,754 7,310 8.0 4.98 4.82

8 大分 96,591 96,434 157 0.2 4.86 5.06

9 愛知 64,244 57,765 6,479 11.2 3.23 3.03

24 長野 17,922 23,618 -5,696 -24.1 0.90 1.24

25 宮崎 15,401 14,371 1,030 7.2 0.77 0.75

26 島根 14,204 12,652 1,552 12.3 0.71 0.66

出典：厚生労働省「薬事工業生産動態統計平成２６年年報」

生  産  金  額 対  前  年  増  減 構  成  割  合
都道府県名

東九州地域における血液・血管関連医療機器産業の集積状況 



背景２  医療関連産業は景気変動の影響が比較的少ない安定した産業であり、特に当
地域に集積する血液・血管関連の医療は、幅広い医療分野を支える基礎的な
治療方法へと進化し、今後、更に発展する可能性を秘めた医療分野である  

背景１  大分県から宮崎県に広がる東九州地域には、旭化成メディカルMT （株） 、川

澄化学工業（株）、東郷メディキット（株）を中心とする血液・血管関連の医療機
器メーカーが多数立地し、これらのメーカーの多くの製品は世界一、あるいは
日本一のシェアを有し、東九州地域は生産額や製品シェアにおいて血液・血
管関連の医療機器産業の世界有数の拠点となっている 

背景３  国は、｢新成長戦略｣において、高い成長と雇用創出が見込まれる医療・介護・
健康関連産業を日本の成長牽引産業として明確に位置付け、ライフ・イノベー
ション（医療・介護分野革新）を戦略分野と定めている 
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東九州メディカルバレー構想 策定の背景 



半導体産業 

自動車産業 

新産業都市 

新産業都市 

医療機器産業 

東九州メディカルバレー 

大分大学 医学部･工学部 

旭化成メディカル（株） 
（旭化成メディカルＭＴ(株)） 

立命館アジア太平洋大学 

川澄化学工業(株) 

九州保健福祉大学 

メディキット（株） 
（東郷メディキット(株)） 

宮崎大学 医学部･工学部 
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東九州メディカルバレー構想の主要参画機関 



 大分県・宮崎県の産学官で策定した「東九州メディカルバレー構想」に基づき、地域の特長である血液・血管を中心とする
医療機器産業の国際競争力の強化と海外市場への展開を見据え、研究開発の促進や、高度医療技術人材の育成、地場企業の育
成と新たな企業誘致等に取り組み、一層の医療機器産業集積と地域経済への波及、更にはこの産業集積を活かした地域の活性
化と医療の分野でアジアに貢献する地域を目指す。この取組により、我が国全体の医療機器産業の成長と世界市場における日
本市場の相対的な地位の上昇に寄与する。 

総合特区により実現を図る目標 

政策課題と解決策・実施事業 

革新的医療機器の研究開発拠点づくり 
血液･血管医療分野における高度な医療
機器に係る人材育成拠点づくり 

アジアに貢献する血液・血管に関する 
医療拠点づくり 

特別措置、支援措置 

規制緩和 

財政･税制 
・金融支援 

• 医療機器製造販売業許可の総括製造販売責任者資格（学歴要件、
経験者配置要件）の緩和  

• 薬事手続き前の「クラスⅡ医療機器」について、企業主導によ
りヒト試験を行う場合の実施要件の明確化 

• 課題解決型医療機器等開発事業の活用 
• 総合特区利子補給金制度の適用 

血液・血管分野を中心とした 
医療機器産業拠点づくり 

                 医療技術者の集積による東九州地域の医療の活性化 
                 アジア諸外国との国際医療交流の推進 

大学に設置する寄附講座を活用し、血液や
血管に関する重点的な研究開発領域につい
て産学官で共同研究を推進 

各大学が連携し、国内外の医療技術者を対
象に血液・血管医療分野の高度医療機器に
関する研修等を行う体制を整備 

医療機器産業への参入活動を支援するとと
もに、新たな医療関連企業の誘致を行い、医
療機器産業の集積を加速 

大学附属病院を中心として、地域の医療機関
のネットワーク化等により、血液･血管関連の
高度医療を提供できる拠点を整備 

海外医療技術人材の集積・交流の推進と、
温泉等地域資源と血液･血管関連医療を
組み合わせたサービスの提供 

医療産業拠点化の進展による医療技術者
の集積や、地域医療機関の相互連携の強
化による東九州地域医療の活性化 
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▲総合特区計画認定書 

東九州メディカルバレー構想特区 （血液･血管医療を中心とした医療産業拠点づくり特区） 

平成２３年１２月地域活性化総合特区に指定 
平成２４年 ６月地域活性化総合特区計画を認定 



東九州メディカルバレー構想 経過・取組 

H21. 6 構想の提唱 

H21. 8 大分県・宮崎県連絡会の設置 

H22. 1 「大分県・宮崎県共同で構想策定に取り組むこと」を公表 

H22. 2 東九州地域医療産業拠点構想研究会の設置 

H22.10 「東九州地域医療産業拠点構想（東九州メディカルバレー構想）」策定・公表 

H23. 8 大分県医療機器産業新規参入研究会の設立（設立時：40社・5支援機関） 

H23.10 宮崎県医療機器産業研究会の設立（設立時：32社・支援機関→現在：78社・18支援機関） 

H23.10 川澄化学工業(株)・県の寄附により大分大学医学部に「臨床医工学講座」を設置（～H26） 

H23.12 「東九州メディカルバレー構想特区」として地域活性化総合特別区域に指定 

H24. 2 宮崎県・延岡市の寄附により宮崎大学医学部に「血液・血管先端医療学講座」を設置 

H24. 6 地域活性化総合特別区域計画（現計画）を認定 

H24 ～ ASEAN諸国における透析分野を中心とした日本式医療システムの普及促進 

    （大手医療機器メーカーとともに国・JICA・JETRO・CLAIR事業等の積極的な活用） 

H24 ～ 地場企業による医療機器開発における総合特区推進調整費の活用（～H27） 

H25 ～ 日本製医療機器の保守管理技術者（臨床工学技士相当）の育成事業開始 

H27. 4 大分大学医学部臨床医工学センターの新設（研究開発・海外人材受入拠点構築） 

H28. 4 大分県医療ロボット・機器産業協議会の設立（現在：122社・19支援機関） 
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東九州メディカルバレー構想における成果事例 
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◇ 医療関連産業の参入を促進する協議会・研究会の会員企業数、医療機器製造業登録業者数は着実に増加 

◇ 地場企業による医療関連機器の研究開発が進展 

◇ＡＳＥＡＮを中心に日本式医療システムが浸透 

国立ラチャウィティ病院 
での現地指導 

タイの医療関係者の研修風景 
（大分大学） 

内視鏡外科手術のトレーニング 
（マヒドン大学附属シリラート病院） 

カフ圧調整器 
徳器技研工業(株) 
(H26.4販売開始) 

電気刺激装置DRIVE 
(株)デンケン 

(H26.10販売開始) 

在宅用人工呼吸器開発 
ｴｽﾃｨｹｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰ（株） 
（H25～開発中） 

自動痰吸引ｼｽﾃﾑ開発 
ｱﾙﾊﾞｯｸ機工（株） 
（H25～開発中） 

コウプライト 
安井(株) 

(H28.11販売開始) 
大分大：医療機器ﾆｰｽﾞ探索交流会 
宮崎大：ﾒﾃﾞｨｶﾙﾊﾞﾚｰﾏｯﾁﾝｸﾞﾂｱｰ 

0
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H23年 H24年 H25年 H26年 H27年 H28年 

大分県 宮崎県 

〇新規医療機器製造業登録業事業所数 〇大分県医療ロボット・機器産業協議会 〇宮崎県医療機器産業研究会 

H23.8設立 
40社・5支援機関 

H29.1現在 
122社・19支援機関 

H23.10設立 
32社・支援機関 

H29.1現在 
79社・18支援機関 

「みまもりシステム」 
タイ現地医関係者招聘事業 

＜総合特区推進調整費を活用＞ ＜研究開発に向けた大学の取組＞ 



徳器技研工業（株） 
所在地：大分県宇佐市 
製品概要： 
  災害時や停電時でもポンプを足で踏むことにより、口腔内や気管 
  内のたん吸引が出来る足踏式吸引器 
販売開始：平成２５年４月 
平成２４年度大分県医療機器研究開発補助事業採択事業 

（株）デンケン 
所在地：大分県由布市 
製品概要： 
  刺激のタイミングをコントロールでき、２筋を同時に刺激可能な 
  新型の電気刺激装置 
販売開始：平成２６年１０月 
平成２５年度大分県医療機器研究開発補助事業採択事業 

▲足踏式吸引器 

▲電気刺激DRIVE 
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安井（株） 
所在地：宮崎県門川町 
製品概要： 
  鈎部の先端を透明プラスチック＆ＬＥＤ照明化を図り、術野の視 
  認性を向上させ、術者の負担軽減を図る手術器具 
販売開始：平成２８年１１月 
医工連携事業化推進事業採択事業（平成２７～２９年度） 

▲コウプライト 

東九州メディカルバレー構想での製品上市事例 

産学官連携で地場企業が開発した３件の医療機器について販売開始に至っている。 



官 

東九州メディカルバレー構想に係るキーポイント「産学官連携」 
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１．東九州メディカルバレー構想の策定・特区の指定 
 
 ・ 東九州地域医療産業拠点構想研究会を通じ、 
      産学官が共同して産業振興を軸にした構想を策定 
 ・ 構想で位置づけた「産業振興」と「人材育成」 
            の両面を持つ「４つの拠点づくり」 
 ・ 地域活性化総合特区の指定による機運醸成 

産業振興 人材育成 

受け皿 

４つの拠点づくり 

産 学 

官 

官 

２．産学官連携で共有するプロジェクトの推進 
 
 ・ 総合特区による規制緩和要望・提案協議           
 ・ ＪＥＴＲＯ事業、ＪＩＣＡ事業などの積極的な活用      
 ・ 地場企業等による医療機器開発への総合特区調整費の活用   

３．学による産業振興支援の取組 
 
 ・ 研究開発・産業振興を目的とする寄附講座を大学医学部に設置 
   寄附講座から大学が主体的に取り組む事業に発展・改組 
   例）大分大学医学部附属臨床医工学センター 
    ・ 医工連携・産学官連携推進事業 
    ・ 医療機器開発研究 
    ・ 高度医療技術人材育成、海外展開支援  

４つの拠点づくり 

産 
 

学 
 

産学官のそれぞれにとって参画しやすい構想 

産業振興・人材育成 

受け皿 

メリットを共有し、相互の役割・強みを認識 

研究開発・人材育成だけでなく、産業振興も共有課題 



【企 業】旭化成メディカル㈱、 川澄化学工業㈱ 

【大 学】大分大学、立命館アジア太平洋大学 

       大分県立看護科学大学、日本文理大学 

【団 体】大分県工業連合会、大分県医師会、 

      （臨時）日本政策投資銀行、大分銀行、  

           豊和銀行、三菱東京ＵＦＪ銀行 

【行 政】大分県 

【企 業】旭化成メディカル㈱、旭化成㈱ 

       東郷メディキット㈱ 

【大 学】宮崎大学、九州保健福祉大学 

【団 体】 

 

 

 

 

【行 政】宮崎県、延岡市、日向市、門川町 

宮崎県産業振興機構、宮崎県工業会、

宮崎県医師会、医療機器産業研究会、

日本政策投資銀行、宮崎銀行、 

宮崎太陽銀行 

（臨時）三菱東京ＵＦＪ銀行 

【企 業】旭化成メディカル㈱、川澄化学工業㈱、メディキット㈱ 

【大 学】大分大学、宮崎大学、立命館アジア太平洋大学、九州保健福祉大学 

【行 政】大分県、宮崎県 

東九州メディカルバレー構想推進会議 

東九州メディカルバレー構想 
宮崎県推進会議 

東九州メディカルバレー構想 
大分県推進会議 
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東九州メディカルバレー構想の推進体制 
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大分大学医学部・宮崎大学医学部に研究開発・産業振興を目的とする寄附講座を設置 

講 座 名：臨床医工学講座 
期   間：平成23年10月～平成27年3月 
寄 附 者：川澄化学工業(株)・大分県 
設置目的：医療機器の研究開発拠点づくりの具体 
     的な取組としての産学官連携による研 
     究開発体制の整備を行うこと 
研究内容：①血液、血管に係る医療機器開発基礎 
      研究 
     ②研究成果等の臨床応用への展開 
     ③医療工学技術者の人材育成に関する 
      研究 

講 座 名：血液・血管先端医療学講座 
期   間：平成24年2月～ 
寄 附 者：宮崎県・延岡市 
設置目的：県北地域を主な拠点として、血液・血 
     管に関する研究等を行うとともに、そ 
     の研究成果の普及を行うことにより、 
     医療機器産業の一層の集積及び地域住 
     民の健康・福祉の向上に寄与すること 
研究内容：①血液や血管に関する医療分野のニー 
      ズに即した研究 
     ②東九州地域に集積している医療機器 
      メーカーとの共同研究 

寄附講座設置協定書の締結式 寄附講座における研究 

産業振興を支援する大学の取組 

大分大学医学部 宮崎大学医学部 



産業界に開かれた大学医学部の取組 
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大分大学医学部附属臨床医工学センター 

［産業界を支援する具体的な取組］ 
〇医療機器ニーズ探索交流会 
 大分大学医学部附属病院の臨床現場が抱える機器開発ニーズを収集・発表を実施。さらに
共同研究、事業化の実現性を高めるため、ニーズ発表医師を交えた個別相談会を開催。 
 
〇個別臨床現場実習プログラム 
 医療機器開発を行う企業等が、時期や期間を問わずに大分大学医学部附属病院の臨床現場
での相談、見学、医療現場実習等の研修を行えるプログラムを実施。 
 
〇医療ビジネス研修、セミナー等 

 医療機器開発へ参入を目指す企業研究者を対象とした、医療機器の技術開発、品質管理マ
ネジメント、知的財産、事業化戦略等について研修するビジネススクール等を開催 

寄附講座「臨床医工学講座」を発展改組して平成２７年４月に新設 

※ＡＭＥＤ「国産医療機器創出促進基盤整備等事業」採択拠点 
 
（１）臨床医工学センターの目的・役割 
 ① 医療機器研究開発拠点の恒久化 
 ② 海外人材育成拠点の整備 
 
（２）臨床医工学センターの取組 
 ①県内企業による医療機器の研究開発支援 
 ②日本式医療に係る海外人材育成の企画・実施 
 ③医療機器開発人材の育成支援、臨床現場での実地研修の受け入れ 
 ④医療・福祉機器開発に関する一元的な情報提供 など 
       
（３）産学官それぞれの役割 
 産 = 医療機器・設備等の提供、共同研究等の実施 
  学 = センターの設置、専任教授及び医師等の配置、研修の企画実施 
  官 = 産・学の連携促進、県内企業の啓発、国との連携 

＜ニーズ発表会＞ 

＜臨床現場見学＞ 
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東九州（大分・宮崎）地域の地域間連携 

新規参入支援 

新規参入支援、販路開拓支援における連携事業の実施 

大分県・宮崎県・九州ヘルスケア産業推進協議会（ＨＡＭＩＱ）との連携した取組 

販路開拓支援 

国際福祉機器展やＨＯＳＰＥＸジャパンなどに東九州
メディカルバレーブースとして共同出展 

医療機器メーカーとの技術展示・マッチング会in本郷
（本郷展示会）の共同開催 

＜平成２８年度の開催結果＞ 
〇出展企業 
 宮崎県・大分県ものづくり企業：１６社 
〇来場者数 
 ５３団体、７０名 
〇個別面談件数 
 医療機器関連企業：１８社  
 実施件数：２７件 

〇HOSPEX Japan2015 
 平成２７年１１月２５日（水）～２７日（金） 
 宮崎県・大分県ものづくり企業：１０社 
 
〇国際福祉機器展 H.C.R.2016 
 平成２８年１０月１２日（水）～１４日（金） 
 宮崎県・大分県ものづくり企業：６社 
  



東九州メディカルバレー構想 

ふくおか医療福祉関連機器開発・実証ネットワーク 

• 大分県、福岡県、宮崎県の３県連携で地方創生加速化交付金を活用し、平成２８年度に
「九州連携医療機器産業拠点形成推進事業」を実施。 

 

• 連携する３県を中心とする九州地域の製造業と東京都本郷地区を中心とした専業医療機器
メーカーによる九州地域の医療現場でのニーズ探索を含めたマッチング会を開催。 

 

• 医療機器メーカーと地場ものづくり企業が相互に持つ強みを活かし、マッチングの機会を
提供し、医療機器産業への参入加速化、集積促進を図る。 

大分県医療ロボット・機器産業協議会 

宮崎県医療機器産業研究会 

HAMIQ 
日本医工研究所 

東京都本郷地区を中心に集積
する専業医療機器メーカー 
（国内医療機器生産額の６割、
1,000を超える企業が製造販売
業許可を取得） 

マッチング支援 
フォローアップ 

九州発の新たな医療機器開発による医療機器産業の創出と新規参入の促進 
（医療機関の課題解決による医療サービス向上も期待） 

自動車や半導体産業で培われた高い製造技術 医療機器市場や法規制のノウハウ 

15 

東九州地域からオール九州の取組へ 
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医療機器ニーズ探索交流会・医療機器マッチング会 
日時：平成29年6月30日（木）～7月1日（金） 
場所：（1日目）大分県由布市 大分大学医学部 
   （2日目）大分県大分市 コンパルホール 
概要：・大分大学ニーズ探索交流会と同時開催 
   ・医療ニーズ発表件数：122件（大分大学医学部） 
   ・医療機器メーカーとの商談会件数：69件 
   ・出席者：157名（関係者含む） 
    （内訳：医療機器メーカー32社、製造業32社）      

◄ 臨床ニーズ発表会 

情報交換会 ► 
（名刺交換会） 

◄ 飯塚メディコラボ 
  キックオフイベント 

九州連携医療機器産業拠点形成推進事業の実施状況 

メーカーとの商談会 ► 

医療機器ニーズ探索交流会・医療機器マッチング会 
日時：平成28年12月15日（木）～12月16日（金） 
場所：（1日目）大分県由布市 大分大学医学部 
   （2日目）大分県大分市 コンパルホール 
概要：・大分大学ニーズ探索交流会と同時開催 
   ・医療ニーズ発表件数：73件（大分大学医学部） 
   ・医療機器メーカーとの商談会件数：52件 
   ・出席者  110名（関係者含む） 
    （内訳：医療機器メーカー16社、製造業27社） 

飯塚メディコラボキックオフイベント・ 
     医療機器ニーズ発表・マッチング会 
日時：平成28年10月20日（木）～10月21日（金） 
場所： （両日）福岡県飯塚市 のがみプレジデントホテル 
概要：・飯塚メディコラボキックオフイベントと同時開催 
   ・医療ニーズ発表件数：58件 
   （飯塚病院・飯塚市立病院・福岡県済生会飯塚嘉穂病院） 
   ・医療機器メーカーとの商談会件数：42件 
   ・出席者：176名（関係者含む） 
    （内訳：医療機器メーカー21社、製造業30社） 

◄ 臨床ニーズ発表会 
  （名刺交換） 

医師・医療機器メーカー・ 
ものづくり企業との面談 ► 



【医療産業参入促進セミナー等】 
 ・セミナー：九州ヘルスケア産業推進協議会（ＨＡＭＩＱ）と連携し参入事例の紹介、薬事セミナー等を実施 
 ・展示・商談会：東九州メディカルバレー構想の情報発信や会員企業の販路開拓のため、宮崎県・ＨＡＭＩＱと連携して出展 
 ・東九州メディカルバレー構想推進大会 
 
【研究開発・普及促進補助事業】 
 ・研究開発：県内外の大学、医療機関、メーカー等と連携した医療機器の開発支援（補助率２／３） 
 ・普及促進：県産新医療・福祉機器等の導入支援 （補助率１／２） 
 
【専門家派遣事業】 
 ・大分県医療機器開発コーディネーター派遣：委嘱した専門家がマーケット起点の研究開発から販路開拓までハンズオン支援 
 ・薬事アドバイザー派遣：薬事に関する専門家（民間コンサルタント等）を派遣し法規制等への対応を支援 
 
【医療・福祉機器等機器開発ワーキング】 
 ・ニーズ探索会の実施 
 ・ワーキンググループの活動経費を支援、開発した機器の展示会等への出展を支援 
 
【ＨＡＬＦＩＴツーリズム推進事業】 
 ・ツーリズム商品を情報発信するため、海外向けのＰＲ用動画を作成 

大分県医療ロボット・機器産業協議会の設立 

 東九州メディカルバレー構想に基づき、県内企業による医療、介護・福祉機器分野への参入を加速し、医療機器産業の拠点づ
くりを推進するため、「大分県医療産業新規参入研究会」と「大分県ロボットスーツ関連産業推進協議会」を統合し、平成２８年４
月１日に「大分県医療ロボット・機器産業協議会」を設立 

▲ ＨＡＬＦＩＴツーリズム 

大分県医療ロボット・機器産業協議会（H28.4設立） 

• 県・研究会・協議会の事業を一本化 

• 新規参入から製品開発、販路開拓まで一貫して支援 

• 会員企業 １２２社・１６支援機関（H29.1.1現在） 
大分県ロボットスーツ関連産業推進協議会(H26.3設立) 

県内企業による医療･介護用ロボット関連産業への参入等を支援 

大分県医療産業新規参入研究会（H23.8設置） 

県内企業の医療機器産業への新規参入を支援 

▲ 総会・セミナー 
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地場企業の医療関連産業への参入支援 



大分県医療ロボット・機器産業協議会の設立 
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地場企業の医療関連産業への参入支援 

 宮崎県医療機器産業研究会（H23.10.19設立）   

 医療機器産業の振興を図るため、産学官が連携し、企業の新規参入、取引拡大を推進。 

 会 長：松田 哲（安井㈱ 代表取締役社長）、副会長：長峯 清隆（㈱システム技研 代表取締役） 

 会員数：９７（企業７９社、支援機関１８団体） 

H23年10月：32社 

H25年3月：55社 

H26年3月：59社 

H27年3月：72社 

市町村別の企業会員数（H29.1現在） 

宮崎市    （ 29社） 高原町    （  1社） 

都城市    （ 11社） 綾  町    （  1社)  

延岡市    （ 24社） 高鍋町    （  1社） 

日南市    （  1社） 新富町    （  2社） 

小林市    （  1社） 木城町    （  1社） 

日向市    （  4社） 門川町    （  1社） 

西都市    （  2社） 

29年1月現在 

  79企業会員 



 医療機器研究開発補助事業 支援実績 
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年度 開発テーマ 事業主体 備考 

Ｈ２４ 薬効分析支援システム ㈱シーエイシー 

Ｈ２４ 小型パルスオキシメータ ㈱ホックス ※ 

Ｈ２４ 足踏式吸引器 徳器技研工業㈱ H25.4商品化 ※ 

Ｈ２４ 内視鏡手術用鉗子 大分精密工業㈱ ※ 

Ｈ２５ 二筋同時電気刺激装置 ㈱デンケン H26.10商品化 ※ 

Ｈ２５ 車いす用安全ストッパー ㈱ＡＫシステム 

Ｈ２５ ﾏｲｸﾛﾊﾞﾌﾞﾙﾘﾊﾋﾞﾘ装置 ㈱ﾅﾉﾌﾟﾗﾈｯﾄ研究所 

Ｈ２６ 自己導尿可視化訓練装置 ｼｪﾙｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ㈱ 

Ｈ２６ 壁掛け式吸引器装置 ㈱徳器技研工業 ※ 

Ｈ２６ 多項目迅速診断装置 ㈱キューメイ研究所 ※ 

Ｈ２７ 歩行器の電動化装置 ㈱ブライテック 

Ｈ２７ 持続吸引システム用汎用デバイス 徳器技研工業㈱ ※ 

Ｈ２７ 在宅用見守りシステム ㈱エイビス 

Ｈ２８ 後付式車いす用足漕ぎユニット ㈱ＡＫシステム 

Ｈ２８ 徘徊検知システム ㈲大分サーバー 

東九州メディカルバレー構想の次なる芽 

大分県医療関連研究開発補助金での支援事例 

※「医療機器」に該当する研究開発 



 医療機器研究開発補助事業 支援実績 
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東九州メディカルバレー構想の次なる芽 

宮崎県産学官共同研究開発補助金での支援事例 
事業者  テーマ 

宮崎大学      (宮崎市) 【H23】重度障害者QOL改善のための顔表面筋電位・眼電位を用いたｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ機器の開発 

㈲ﾏｷﾀ義肢製作所  (都城市) 【H23】ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ用荷重ｺﾝﾄﾛｰﾙ装置の開発 

ｱﾙﾊﾞｯｸ機工㈱     (西都市) 【H24】自動痰吸引ｼｽﾃﾑの開発 

㈱ｷﾖﾓﾄﾃｯｸｲﾁ     (日向市) 【H25】抗体医療器/酵素等生産に用いる培養装置に特化したﾏｲｸﾛﾊﾞﾌﾞﾙSPGｽﾊﾟｰｼﾞｬｰの開発 

㈱昭和                    (延岡市） 【H25】低侵襲手術用の身体変換手術台の開発 

㈱ｼｽﾃﾑ技研     (都城市) 【H25】ＴＯＴ、ＴＶＴ、ＴＶＭ手術器具（穿刺針）の実用化開発 

三和ﾆｭｰﾃｯｸ㈱    (宮崎市)   【H25】ﾛｺﾓﾃｨﾌﾞｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ診断・検診用計測機器の開発 

ｴｽ・ﾋﾟｰ・ｼﾞｰﾃｸﾉ㈱  (宮崎市)     【H25】がん治療用製剤の即時調製のためのﾃﾞﾊﾞｲｽ開発 

ｱﾙﾊﾞｯｸ機工㈱      (西都市) 【H26】医療機関で多目的に使用できる真空ﾎﾟﾝﾌﾟの可能性調査 

森山工業㈱       (延岡市) 【H26】耳鼻科領域におけるﾁﾀﾝ合金を使用したｵﾘｼﾞﾅﾙ医療器具実現への可能性調査 

吉玉精鍍㈱       (延岡市) 【H27】軽量化放射線遮蔽製品開発の事業可能性調査 

宮崎大学        (宮崎市) 【H27】人間基礎移動能力衰退進捗（ﾛｺﾓ年齢）測定ｼｽﾃﾑの事業可能性調査 

安井㈱         (門川町) 【H27】高機能ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製手術器具の開発 

事業者 テーマ 

学校法人順正学園九州保健福祉大学 
㈱ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｰﾄﾞ（延岡市） 
ｱﾙﾊﾞｯｸ機工㈱（西都市） 

血液回路等に使用する医用材料 

宮崎県医工連携ﾃﾞﾊﾞｲｽ販路開拓強化補助金での支援事例 

※「医療機器」に該当する研究開発 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 
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東九州メディカルバレー構想の次なる芽 

医工連携事業化推進事業の活用事例 

研究開発案件 事業管理機関 実施機関等 

在宅用人工呼吸器の開発 
 
 
 
 
 
 

公益財団法人 
大分県産業創造機構 

エスティケイテクノロジー（株） 
鶴崎海陸運輸（株） 
国立大学法人大分大学 
国立大学法人鳥取大学 

気道内圧に同期した 
        自動痰除去ｼｽﾃﾑの開発 
 
 
 
 
 
 

学校法人順正学園 
九州保健福祉大学 

ｱﾙﾊﾞｯｸ機工㈱（西都市） 
㈱ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｰﾄﾞ（延岡市） 
学校法人順正学園  
  九州保健福祉大学 
九州ｸﾘｴｰﾄﾒﾃﾞｨｯｸ㈱ 
国立大学法人宮崎大学 
県立延岡病院 

術野付近の視認性を改善するための 
高機能ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製開創器の開発・事業化 
 
 
 
 
 
 
 

一般財団法人 
九州産業技術センター 

安井㈱（門川町） 
国立大学法人琉球大学 

東九州メディカルバレー構想特区による 
財政支援（総合特区調整費）を活用 
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東九州メディカルバレー構想を推進するためには 

〇東九州メディカルバレー構想を推進するために必要なこと 
• 上市まで時間のかかる医療機器開発を行うため、着実かつ地道な支援活動 

 ･･･構想から６年経過、研究開発に取り組む製品の着実な上市に向けた継続的な支援 
 

• 医療現場から提供されたニーズと企業シーズとのマッチング機能の強化 
 ･･･大学医学部の積極的な取組によって提供ニーズは拡大、円滑な企業への橋渡しが課題 
 

• 限られたリソースを有効活用するため、地域間連携の促進（新規参入・販路開拓） 
  ･･･九州各県、九州経済産業局、九州ヘルスケア産業推進協議会との連携 

 
 
 
 
 
• 医療関連機器開発を行う研究開発人材の育成 

 ･･･地場中小企業では、医療現場と対話でき、機器開発を行える人材が不足 
 

• リスクの伴う機器開発に係る研究開発資金の獲得 
 ･･･長い期間を要する研究開発をきめ細かく、機動的に支援するツール 
 

• 現場ニーズを迅速に課題解決するための取り組み 
 ･･･医療者がニーズを提供することに魅力を持つような優良事例が不可欠 

産業振興面まで産学官連携が浸透した 
東九州メディカルバレー構想の仕組みをフル活用 
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ご静聴ありがとうございました 


