
ＭＥＤＩＣＭＥＤＩＣ 第１回全国支援機関ネットワーク会議（ＴＫＰガーデンシティ竹橋）第１回全国支援機関ネットワーク会議（ＴＫＰガーデンシティ竹橋）

東北エリア大における東北エリア大における東北エリア大における東北エリア大における
広域医療機器産業クラスター形成に向けたチャレンジ広域医療機器産業クラスター形成に向けたチャレンジ

－医療機器業界と連携した戦略的ネットワーク活動の展開－－医療機器業界と連携した戦略的ネットワーク活動の展開－－医療機器業界と連携した戦略的ネットワーク活動の展開－－医療機器業界と連携した戦略的ネットワーク活動の展開－

2013 05 292013.05.29

東北地域医療機器産業支援ボード
［座 村 青森県庁 ］［座長：村下公一 / Koichi MURASHITA(青森県庁)］

TOHOKU Area , JAPAN 1



■プレゼンフロー：ＡＧＥＮＤＡ

ⅠⅠ 東北医療機器産業支援ボードとは？東北医療機器産業支援ボードとは？

■支援ボードの概略■支援ボ ドの概略
■東北全体のネットワーク現状(構造）

ⅡⅡ 東北地域医療機器産業支援ボード活動の特徴東北地域医療機器産業支援ボード活動の特徴ⅡⅡ 東北地域医療機器産業支援ボード活動の特徴東北地域医療機器産業支援ボード活動の特徴

■目標と戦略等
■目標達成に向けた具体的戦術（１ ９）■目標達成に向けた具体的戦術（１－９）
■支援ボードのネットワーク拡大

ⅢⅢ 東北地域医療機器産業支援ボ ドの活動成果東北地域医療機器産業支援ボ ドの活動成果ⅢⅢ 東北地域医療機器産業支援ボードの活動成果東北地域医療機器産業支援ボードの活動成果

■具体的な医工成果事例
■自県施策への反映・活用例（青森県のケース）
■まとめ
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［参考資料］東北各県の医工連携取組概要(予算等)



＜東北地域医療機器産業支援ボードの概略＞

■東北地域医療機器産業支援ボードとは？■東北地域医療機器産業支援ボードとは？

＜東北地域医療機器産業支援ボ ドの概略＞

（１）設置：2008年2月

（２）事務局：(株)インテリジェント・コスモス研究機構（ＩＣＲ）
※但し下記期間は宮城県からの出向者が担当：準備・設立期2006年4月～2008年3月、中興期：2009年8月～2011年6月

（３）構成：自治体および産業支援機関の職員

※主に担当クラス、 東北6県＋新潟県 総勢２３名、 オブザーバー： 東北経済産業局

（４）組織：座長、副座長は構成員による互選（2011年4月～）

（５）目的：医療機器及び医療機器関連に係わる産業振興の為に プラッ（５）目的：医療機器及び医療機器関連に係わる産業振興の為に、プラッ

トホームを構築し、連携効果を生み出すこと。

（６）活動 共同事業の実施 情報共有 任意参加型プロジ クトの実施等（６）活動：共同事業の実施、情報共有、任意参加型プロジェクトの実施等

（７）活用補助金：経産省立地補助金
※2009まで経済産業省ＴＯＨＯＫＵものづくりコリドーに係る産業クラスター計画補助事業※2009まで経済産業省ＴＯＨＯＫＵものづくりコリドーに係る産業クラスター計画補助事業

※2010から経済産業省 成長産業・企業立地促進等事業費補助金
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■青森県 新産業創造課 医療産業創出G

■東北地域医療機器産業支援ボードとは？■東北地域医療機器産業支援ボードとは？

づ

■(公財)２１あおもり産業総合支援センター
●青森医療機器ビジネス研究会

■秋田県 学術振興課 産学連携班 ■岩手県 科学ものづくり振興課
●いわて医療機器関連産業創出

■（公財）いわて産業振興センター
●いわて医療機器事業化研究会

■秋田県 学術振興課 産学連携班
●秋田メディカルインダストリ・
ネットワーク

■宮城県新産業振興課

●いわて医療機器事業化研究会

東北地域医療機器産業
支援ボード

＜事務局 ＩＣＲ＞ ■宮城県新産業振興課
●みやぎ高度電子機械産業振興協議会
（医療・健康機器市場・技術研究会）

■宮城県産業技術総合センター
■山形県商工労働観光部 工業振興課

＜事務局：ＩＣＲ＞

■宮城県産業技術総合センタ
■（公財）仙台市産業振興事業団

■山形県商工労働観光部 工業振興課
■（公財）山形県産業技術振興機構
（●置賜メディカルテクノネット）

■東北経産局(次世代産業室)

■福島県 商工労働部 産業創出課

■東北経産局(次世代産業室)

※＋新たに新潟県、静岡県とも連携
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＜参考＞(株)インテリジェント・コスモス研究機構とは？（１９８９年２月設立）
※設立趣意：株式会社ICRは「東北インテリジェント・コスモス構想」を具現化するため、R&D会社の設立・運営を総合的に支援する戦略的推進会社として設
立。
※株主：東北電力、宮城県、仙台市、青森県、岩手県、福島県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、日本政策投資銀行、東証一部上場企業約２００社



■プレゼンフロー：ＡＧＥＮＤＡ

ⅠⅠ 東北医療機器産業支援ボードとは？東北医療機器産業支援ボードとは？

■支援ボードの概略■支援ボ ドの概略
■東北全体のネットワーク現状(構造）

ⅡⅡ 東北地域医療機器産業支援ボード活動の特徴東北地域医療機器産業支援ボード活動の特徴ⅡⅡ 東北地域医療機器産業支援ボード活動の特徴東北地域医療機器産業支援ボード活動の特徴

■目標と戦略等
■目標達成に向けた具体的戦術（１ ９）■目標達成に向けた具体的戦術（１－９）
■支援ボードのネットワーク拡大

ⅢⅢ 東北地域医療機器産業支援ボ ドの活動成果東北地域医療機器産業支援ボ ドの活動成果ⅢⅢ 東北地域医療機器産業支援ボードの活動成果東北地域医療機器産業支援ボードの活動成果

■具体的な医工成果事例
■自県施策への反映・活用例（青森県のケース）
■まとめ
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［参考資料］東北各県の医工連携取組概要(予算等)



■東北地域医療機器産業支援ボード活動の特徴■東北地域医療機器産業支援ボード活動の特徴

＜我々の自覚＞＜我々の自覚＞

弱者 （有望企業 数 規模とも多くはな ）１．弱者 （有望企業の数・規模とも多くはない）

２ 支援者養成・企業養成が肝要（経験・知見）２．支援者養成 企業養成が肝要（経験 知見）

３．コーディネイター依存体質からの脱却が必要

※活動実態が「点と点」に終始

→ 「群と群」の展開を目指す→ 「群と群」の展開を目指す
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■東北地域医療機器産業支援ボード活動の特徴■東北地域医療機器産業支援ボード活動の特徴

目標：中小ものづくり企業の医療機器分野への参入促進

戦略： Ａ．域内アライアンスで数と種類を確保

業 体 援 連携を獲得Ｂ．業界団体の支援・連携を獲得
～助言・指導、チャンスを享受しつつ、ＯＪＴ～

Ｃ．自県の産業振興・先導活動に反映
～ＯＪＴで得た知見・経験・ネットワークの活用

Ｄ．各県が実践で獲得した知恵を全体で共有

「「One for All, All for OneOne for All, All for One」」精神精神→→「ら「らせん的成長せん的成長を」を」
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■東北地域医療機器産業支援ボード活動の特徴■東北地域医療機器産業支援ボード活動の特徴

＜戦略実現に向けた具体的戦術（９）＞

戦術１ 業界団体とのネ トワ ク構築戦術１：業界団体とのネットワーク構築
戦術２：企業ガイドブック（統一版）発行
戦術３：企業訪問
戦術４：ものづくり医療機器産業交流会戦術 も くり医療機器産業交流会
戦術５：フォローアップ面談
戦術６：学会とのネットワーク構築戦術６：学会とのネットワ ク構築
戦術７：ＡＤによる展示法指導
戦術８ 展示会でのパビリオン展開戦術８：展示会でのパビリオン展開
戦術９：継続、ネットワーク延伸、連携深化
場外戦：周辺産業への提案活動
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■東北地域医療機器産業支援ボード活動の特徴■東北地域医療機器産業支援ボード活動の特徴

＜戦術１：業界団体とのネットワーク構築(１)＞

※※日医工ビジョンに共感し日医工ビジョンに共感し※※日医工ビジョンに共感し、日医工ビジョンに共感し、
一般一般社団社団法人日本法人日本医療機器医療機器工業会工業会((日医工日医工))とのとの

ネットワーク構築を図ったネットワーク構築を図ったネットワ ク構築を図った。ネットワ ク構築を図った。

表敬訪問 連携依頼（ 年 月上旬）１．表敬訪問、連携依頼（2009年11月上旬）

２．野暮なことに、各県・各エリアのガイドブック６冊をバラ２．野暮なことに、各県 各 リアのガイドブック６冊をバラ
バラに謹呈（2009年11月下旬）

9



＜当時の東北医療機器産業支援ボード構成と個別ガイドブック(2009)＞

■東北地域医療機器産業支援ボード活動の特徴■東北地域医療機器産業支援ボード活動の特徴

＜当時の東北医療機器産業支援ボ ド構成と個別ガイドブック(2009)＞

■青森県 新産業創造課 医療産業創出G
各県バラバラ

存在
■青森県 新産業創造課 医療産業創出G
■(財)２１あおもり産業総合支援センター
●青森医療機器ビジネス研究会

に存在

■岩手県 科学ものづくり振興課
■いわて産業振興センター
●いわて医療機器事業化研究会
●花巻医療機器研究会

■秋田県科学技術課医工連携PT
●秋田メディカルインダストリ・
ネットワーク

●花巻医療機器研究会

東北地域医療機器産業
支援ボ ド

■宮城県新産業振興課
●みやぎ高度電子機械産業振興協議会
（医療・健康機器市場・技術研究会）

支援ボード
■事務局 ＩＣＲ

（医療 健康機器市場 技術研究会）

■山形県産業技術振興機構
（●置賜メディカルテクノネット）

■福島県 産業創出課

■東北経済局 産業支援課

■福島県 産業創出課
■福島県産業振興センター
技術支援部 10



戦術 業界団体と ネ ク構築( )

■東北地域医療機器産業支援ボード活動の特徴■東北地域医療機器産業支援ボード活動の特徴

＜戦術１：業界団体とのネットワーク構築(２)＞

３ 植竹副理事長を講師招聘 同宿懇親 先にお渡ししたガイ３．植竹副理事長を講師招聘。同宿懇親。先にお渡ししたガイ
ドブック中、有望企業に付箋多数貼付。統一ガイドブック可
能なら連携可能性ありと示唆頂く 2009年12月能なら連携可能性ありと示唆頂く。 2009年12月

戦術２ 企業ガイドブック(統一版)、編集開始 2010年1月

４．工業会様に支援ボード参加いただき、

双方の方針・施策を説明（含各県施策） 2010年 2月双方の方針 施策を説明（含各県施策） 2010年 2月

５．企業ガイドブック「東北の技」発行、謹呈 2010年 3月

６ 工業会様 支援の意向表明 2010年 4月６．工業会様、支援の意向表明。 2010年 4月

７．アドバイザー契約締結 2010年 5月
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＜戦術２：企業ガイドブックの統一化＞

■東北地域医療機器産業支援ボード活動の特徴■東北地域医療機器産業支援ボード活動の特徴

＜戦術２：企業ガイドブックの統一化＞

企業ガイドブック（統一版）発行 ２０１０年３月企業ガイドブック（統 版）発行
URL   http://san‐cluster.icr‐eq.co.jp/iryo/pdf/touhoku_all.pdf

１８５企業掲載 技術分類８

年 月

１８５企業掲載、技術分類８

見やすい。手に取りやすい。データ集積効果

日本医療機器工業会（日医工）

会員企業１３３社に配布。

後述する本郷での交流会では、

開発ご担当者にお届けすること企図。

支援獲得 一般社団法人 日本医療機器工業会
医療機器 ドバイザ （ ）契約締結→ 医療機器アドバイザー（ＡＤ）契約締結
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戦術 企業訪問

■東北地域医療機器産業支援ボード活動の特徴■東北地域医療機器産業支援ボード活動の特徴

＜戦術３：企業訪問＞
２０１０年６月、８月

医療機器アドバイザーと
ものづくり中小企業６７社訪問

１．助言・指導・誘導
参入に必要な心構え・姿勢
医療機器産業とは、etc

２．ポテンシャル評価
尖った技術、挑戦体質、
提案力、etc

同行した支援担当者も
企業とともにＯＪＴ企業とともにＯＪＴ
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戦術 も づくり医療機器産業交流会

■東北地域医療機器産業支援ボード活動の特徴■東北地域医療機器産業支援ボード活動の特徴

＜戦術４：ものづくり医療機器産業交流会＞

般社団法人日本医療機器工業会（以後 日医工と略す）の手厚一般社団法人日本医療機器工業会（以後、日医工と略す）の手厚
いご支援のもと、医科器械会館（本郷）で開催。６８社が展示。

２０１０年７月２７日～３０日
医療機器産業の
開発ご担当者様、多数来場。
暖かい目線で接して下さり

出展企業にとって、

支援担当者にと て

２０１０年７月２７日 ３０日

暖かい目線で接して下さり、
評価に加え、励まし、期待、
提案を賜りました。

支援担当者にとって、

最良のＯＪＴに。
提案を賜りました。
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戦術 プ 談

■東北地域医療機器産業支援ボード活動の特徴■東北地域医療機器産業支援ボード活動の特徴

＜戦術５：フォローアップ面談＞

医療機器アドバイザーが出展企業と面談。

交流会後の活動について、ヒアリング、ビジネス上の注意

２０１０年８月～１２月

交流会後の活動について、ヒアリング、ビジネス上の注意
を助言、業界アプローチを指南

共通課題＜共通課題＞

１．提案力の向上

２．医学的バックボーンの涵養

３ 単機能からの脱却３．単機能からの脱却
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＜戦術６ 学会とのネ トワ ク構築＞

■東北地域医療機器産業支援ボード活動の特徴■東北地域医療機器産業支援ボード活動の特徴

＜戦術６：学会とのネットワーク構築＞
２０１０年９月～１１月

日医工のお取り計らいで、
一般社団法人日本医療機器学会様のご高配を賜り、
メディカルショ ジャパン２０１１（横浜）（学会併設機器展示会）に１０メディカルショージャパン２０１１（横浜）（学会併設機器展示会）に１０
０坪規模のものづくり大型パビリオンを試行できることに！！
▼▼

出展準備開始
目標１：５０社出展 → 概ね達成。
目標２：経済的自立化 → 受益者負担への賛同を取り付けられ、

補助金適用率を約３割に抑制。大きく前進する流れを形成。
出展危機！！出展危機！！
東日本大震災で開催保留 → ひと月遅れで当初通り開催が決定。
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■東北地域医療機器産業支援ボード活動の特徴■東北地域医療機器産業支援ボード活動の特徴

＜戦術７：医療機器アドバイザーによる展示法指導＞

２０１１年４月・５月

リハーサルを実施し

２０１１年４月・５月

訴求ポイント、

展示物の選択展示物の選択

展示法の工夫、

お話の持って行き方お話の持って行き方、

Etc. を指導。
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＜戦術８：展示会でのパビリオン展開(１)＞

■東北地域医療機器産業支援ボード活動の特徴■東北地域医療機器産業支援ボード活動の特徴

＜戦術８：展示会でのパビリオン展開(１)＞

メディカルショージャパン２０１１（横浜）メディカルショージャパン２０１１（横浜）
医療用機能・要素部品パビリオン出展（４９社）医療用機能・要素部品パビリオン出展（４９社）

医療機器メーカー、医療従事者から、貴重な意見・提案をいただき、
採用希望も有り。出展者の認識深化、指針発見等あり、出展効果大。

出展者間連携が深まり、連携によるユニット開発等を促進する素地
づくりも行われたづくりも行われた。

※ブース来場者4431人
２０１１年６月

日医工の仲介で、
「新潟県」が初参加。

※ネットワーク延伸

18



＜戦術８：展示会でのパビリオン展開（２）＞

■東北地域医療機器産業支援ボード活動の特徴■東北地域医療機器産業支援ボード活動の特徴

■ ２０１２メディカルショージャパン(札幌)

＜戦術８：展示会でのパビリオン展開（２）＞

医療用機能・要素部品パビリオン

新たに静岡県・浜松市の企業群も参加。新 静岡県 浜松市 業群も参 。

※予算の約９９％を自主財源で賄った。

■ ２０１３年は横浜（6月6日～8日）

・パビリオン規模は４０％拡大

・５８社出展（東北、新潟、静岡）展

・企業プレゼン５社予定

※補助金ゼロ 自主運営※補助金ゼロ、自主運営

19
＜＜※※この間も「メディカルクリエーションふくしまこの間も「メディカルクリエーションふくしま((郡山郡山))」へは東北一体で継続して各県出展＞」へは東北一体で継続して各県出展＞



戦術 継続 ネ ク延伸 効果創出( )

■東北地域医療機器産業支援ボード活動の特徴■東北地域医療機器産業支援ボード活動の特徴

＜戦術９：継続、ネットワーク延伸、効果創出(１)＞

【「継続」は力なり】【「継続」は力なり】

１．フォローアップ面談 ２度目を実施 2011年7月・8月

２．パビリオン展開、３度目（パシフィコ横浜） 2013年6月

第 も づく 療機器産業交流会開催 年３．第2回ものづくり医療機器産業交流会開催 2013年2月

※ＡＤ講評：第1回と比較して、展示の質に向上が見られる。

努力努力 ＋＋ 継続継続 ＝＝ 成功？！成功？！
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＜戦術 継続 ネ トワ ク延伸 効果創出( )＞

■東北地域医療機器産業支援ボード活動の特徴■東北地域医療機器産業支援ボード活動の特徴

＜戦術９：継続、ネットワーク延伸、効果創出(２)＞

【ネットワーク延伸・効果創出】【ネットワ ク延伸 効果創出】

１．新潟県、静岡県

（１）パビリオン出展（2011～2013）→ 広域連携 補完関係構築（１）パビリオン出展（2011～2013）→ 広域連携、補完関係構築

（２）アドバイザーによる企業指導実施を側面支援

我々が参入支援活動の中で蓄えた知見や経験知等を伝授でき我々が参入支援活動の中で蓄えた知見や経験知等を伝授でき

た一方で、先方企業と東北各県の有力企業とのネットワーク

(具体的取引)形成にも発展(具体的取引)形成にも発展。

２．日本医療機器工業会様、日本医療機器学会様

業界の厚意により授かった様々な経験知に応えられる何かを生

み出さねばならぬ責務感あり。反面、然るべき相談チャンネルと

なっていただいていることに感謝と安心、甘えあり。
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■東北地域医療機器産業支援ボード活動の特徴■東北地域医療機器産業支援ボード活動の特徴

＜支援ボードの＜支援ボードのネットワーク拡大ネットワーク拡大＞＞

支援ボ ド支援ボ ド

青森

支援ボード支援ボード

（一社）（一社）
日本医療日本医療新潟県

青森 岩手

秋田
Ｃ 日本医療日本医療

機器工業会機器工業会
新潟県

宮城

山形

秋田
ＩＣＲ

機機

静岡県 （一社）（一社）

福島
山形

東北経産局東北経産局静岡県 （ 社）（ 社）
日本医療機器学会日本医療機器学会

東北経産局東北経産局
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■東北地域医療機器産業支援ボード活動の特徴■東北地域医療機器産業支援ボード活動の特徴

製

開発参画、納入開発参画、納入

製品、
ユニット、
部材・部品※参入希望企業の※参入希望企業の

成長段階イメージ（一例）

パートナー
認知いただく

業者から相談や
頼みごとを賜る

医療への

製販業への
役立ち

頼みごとを賜る貢献願望
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■プレゼンフロー：ＡＧＥＮＤＡ

ⅠⅠ 東北医療機器産業支援ボードとは？東北医療機器産業支援ボードとは？

■支援ボードの概略■支援ボ ドの概略
■東北全体のネットワーク現状(構造）

ⅡⅡ 東北地域医療機器産業支援ボード活動の特徴東北地域医療機器産業支援ボード活動の特徴ⅡⅡ 東北地域医療機器産業支援ボード活動の特徴東北地域医療機器産業支援ボード活動の特徴

■目標と戦略等
■目標達成に向けた具体的戦術（１ ９）■目標達成に向けた具体的戦術（１－９）
■支援ボードのネットワーク拡大

ⅢⅢ 東北地域医療機器産業支援ボ ドの活動成果東北地域医療機器産業支援ボ ドの活動成果ⅢⅢ 東北地域医療機器産業支援ボードの活動成果東北地域医療機器産業支援ボードの活動成果

■具体的な医工成果事例
■自県施策への反映・活用例（青森県のケース）
■まとめ

24

［参考資料］東北各県の医工連携取組概要(予算等)



■東北地域医療機器産業支援ボードの活動成果■東北地域医療機器産業支援ボードの活動成果

＜ボード活動を通じた医工成果事例＞

Ｔ社 近赤外蛍光による血管・リンパ可視化装置

開発に関与 薬事承認 製販業者が上市開発に関与 → 薬事承認 → 製販業者が上市

Ｃ社 「分析・観察関連機器」 新規市場開拓に成功。

Ｚ社 「鋼製小物」 製造、納品 → 無償貸出中

Ｊ社 「大型医療機器」 組立請負

Ｅ社 「手術関連消耗品」 有休施設活用で組立請負

Ｈ社 製造ラインの改良提案採択 → 受注 → 信用獲得社 製造ラインの改良提案採択 受注 信用獲得

→ 別提案案件目白押し → もし受注成功したら →

→ 複数企業連合での製造履行を目論む→ 複数企業連合での製造履行を目論む。
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＜自県施策への反映・活用（青森県のケース①）＞

■東北地域医療機器産業支援ボードの活動成果■東北地域医療機器産業支援ボードの活動成果

＜自県施策への反映 活用（青森県のケ ス①）＞

※「青森県」はライフ分野の新たな産業振興基本戦略として「青森ライフイノベーション戦略」を
策定

26

策定
※戦略策定と同時に「あおおもり医療福祉機器要素技術研究会」を創設し医工連携を強力に
後押し（日医工・植竹副理事長にＡＤ依頼）



＜自県施策への反映・活用（青森県のケース②）＞

■東北地域医療機器産業支援ボードの活動成果■東北地域医療機器産業支援ボードの活動成果

＜自県施策への反映 活用（青森県のケ ス②）＞
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＜自県施策への反映・活用（青森県のケース③）＞

■東北地域医療機器産業支援ボードの活動成果■東北地域医療機器産業支援ボードの活動成果

＜自県施策への反映 活用（青森県のケ ス③）＞
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＜Conclusion＞
■東北地域医療機器産業支援ボードの活動成果（まとめ）■東北地域医療機器産業支援ボードの活動成果（まとめ）

「東北(TOHOKU)」はひとつ。
弱者連合で、プレゼンスを高め、弱者連合で、 ン を高め、

域外・業界等との戦略的アライアンス活動を強力に展開。

次世代の「医工連携イノベーションコアエリア」に。次世代の 医工連携イノ ションコアエリア」に。
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［参考資料 東北各県 医 連携取組概要［参考資料 東北各県 医 連携取組概要 予算等予算等 ］］

……………………………………………………………………………………………………………………

［参考資料：東北各県の医工連携取組概要［参考資料：東北各県の医工連携取組概要((予算等予算等))］］

……………………………………………………………………………………………………………………
■青森県■青森県 ＡＯＭＯＲＩＡＯＭＯＲＩ
■岩手県■岩手県 ＩＷＡＴＥＩＷＡＴＥ■岩手県■岩手県 ＩＷＡＴＥＩＷＡＴＥ
■秋田県■秋田県 ＡＫＩＴＡＡＫＩＴＡ
■宮城県■宮城県 ＭＩＹＡＧＩＭＩＹＡＧＩ
■山形県■山形県 ＹＡＭＡＧＡＴＡＹＡＭＡＧＡＴＡ■山形県■山形県
■福島県■福島県 ＦＵＫＵＳＨＩＭＡＦＵＫＵＳＨＩＭＡ
■新潟県■新潟県 ＮＩＩＧＡＴＡＮＩＩＧＡＴＡ■新潟県■新潟県 ＮＩＩＧＡＴＡＮＩＩＧＡＴＡ
……………………………………………………………………………………………………………………

30＜※編集協力：植竹副理事長（日医工）、桂島修・小竹久美子（ＩＣＲ）、天本義己（宮城県産業技術総合センター）、島瀬康史（宮城県財政課）、東北各県他＞



□□ 青森県青森県 ＡＯＭＯＲＩＡＯＭＯＲＩ
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１ 医療機器製品開発支援事業 ４ 人材育成

□□ 岩手県岩手県 ＩＷＡＴＥＩＷＡＴＥ

機 製 援
・製品試作等への補助 ※
補助率1/2以内、限度額1,000千円以内、
手術用バイポーラ、マイクロオートピペット装置等６件の補助

・薬事法に関する説明会 H24.9.25
講師：医薬品医療機器総合機構 石川廣氏

・分析装置・臨床検査装置勉強会 ９月、12月、２月
講師：㈱ﾊﾟｰｷﾝｴﾙﾏｰｼﾞｬﾊﾟﾝ 統括部長高野瀬朝博氏

２ 医療機器関連展示会への出展（延べ31社）
・MEDTEC JAPAN 2012（４月、８社）
・ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｮｰｼﾞｬﾊﾟﾝ＆ﾋﾞｼﾞﾈｽｴｷｽﾎﾟ2012(６月、３社）
・北東北ものづくり医療機器産業交流会（11月 ９社）

講師：㈱ﾊ ｷﾝｴﾙﾏ ｼ ｬﾊ ﾝ 統括部長高野瀬朝博氏
講師：㈱ＬＳＡ 代表取締役 入倉茂氏

・いわて医療機器人材育成セミナー
（第１回） H24.9.27
講師 テルモ㈱研究開発本部 部長代理 三澤裕氏北東北ものづくり医療機器産業交流会（11月、９社）

・ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘｰｼｮﾝふくしま2012（11月、８社）
・第２回ものづくり医療機器産業交流会（２月、３社）

講師：テルモ㈱研究開発本部 部長代理 三澤裕氏
講師：東京大学 教授 佐久間一郎氏
（第２回） H24.12.11
講師：医療機器センター 主任研究員中野壮陛氏
講師：三菱UFJﾘｻｰﾁ&ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ㈱ 畦地裕氏

３ いわて医療機器事業化研究会
・第１回 H24.6.25
講師：日本べクトン・ディッキンソン ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 山岡義明氏
講師：富士フイルム㈱内視鏡システム部 菊池克也 氏
第２回 H24 9 27

･東北医工連携事業一般公開セミナー H25.2.21
講師：国立循環器センター 部長 山本 晴子氏
講師：大阪商工会議所 次長 槇山愛湖氏

・第２回 H24.9.27
講師：テルモ㈱研究開発本部 部長代理 三澤裕氏
講師：東京大学医療福祉工学開発評価センター

教授 佐久間一郎氏
・第３回 H24.11.16

５ 薬事法取得支援
・薬事コンサルタント（㈱MICメディカル）による医療機器
製造業許可等相談受付

北東北ものづくり医療機器産業交流会
・第４回 H25.3.1
講師：日本画像医療システム工業会 常務理事 木村達氏
講師：東芝ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ 生産統括責任者 野口広一氏
・特別開催 H25 3 6

関
連
事

革新的医療機器創出・開発促進事業
・岩手医大への補助 H24～27 13億円

製造業許可等相談受付

特別開催 H25.3.6
講師：日本医療機器工業会 副理事長 植竹強氏

事
業 （製販業総括責任者等の要件緩和）特別講習

・H24.10.29～20 岩手・宮城・福島合同実施

32＜＜平成２４年度：岩手県の医療機器関連産業創出への取組み＞



＜秋田県における医工連携による医療機器関連産業の育成＞

□□ 秋田県秋田県 ＡＫＩＴＡＡＫＩＴＡ

＜秋田県における医 連携による医療機器関連産業の育成＞

◆事業推進イメージ◆

１．医療機器産業は３０万品目の少量他品目産業で県内中小企業が参入しやすい。

２ 医療機器国内市場は年１ ８％の成長率 ２ ３兆円で６ ０００億円の輸入超過

◆医工連携を推進する背景◆

●今後の戦略の方向性

　　産学官連携及び産産連携の促進を図り、
医療機器開発を推進することにより 県内企

◆医工連携推進事業の目標◆

２．医療機器国内市場は年１.８％の成長率、２.３兆円で６，０００億円の輸入超過。

３．医療機器海外市場は年５～８％の成長率、２０１５年に２５兆円に拡大。

４．国は医療イノベーション５カ年戦略を策定（Ｈ２４年６月）。

５．東北地域医療機器産業支援ボードによる広域連事業化促進。

　

◆研究開発機能を持った県内企業の育成 ◆試作評価

◆医療機器メーカー等との産産連携の促進

◆研究開発の着実な推進

◆可能性調査（ＦＳ）

◆研究開発成果の商品化 （実用化に向けた可能性調査：上限１００万円）

医療機器開発を推進することにより、県内企
業が医療機器等の製品化や医療機器産業
へ参入する取り組みを促進する。

（試作品等を作成し医療現場や展示会等で評価を
実施し実用化を目指す：上限５０万円）

◆医工連携推進事業の目標◆

［ 国等の競争的資金獲得・ 商品化・ 医療ニーズ提供への下地作り ］

研究開発支援

医療機器等の競争的研究開発資金（５，１９１千円）

○研究開発の初期段階に対応した競争的研究開発資金の提供

・医療機器等研究開発トライアル支援（５００千円＊２件） １ 000千円

目標

・中期目標
研究開発機能を持った
県内企業を育成

・短期目標

◆研究開発トライアル支援

（県内企業を対象とした支援：上限５０万円）

◆医工連携コーディネータによる支援 ◆医工連携コーディネータによる支援

　・コーディネータによるニーズ・シーズのマッチング支援 　・外部競争的研究開発資金の獲得支援
（研究者・医療従事者・医療機器メーカー・ものづくり企業との

・医療機器等研究開発トライアル支援（５００千円＊２件） １,000千円

・実用化に向けた可能性調査（１，０００千円＊３件） 3,103千円

・医療機器等試作評価（５００千円＊２件） 1,088千円

医療機器関連産業
の製造品出荷額

Ｈ２２ ５０６億円

医工連携コーディネータによる支援（５，９６４千円）、県単

事業化支援

［ 産学官連携及び企業間連携の活性化・ 事業化促進］

・短期目標
販売メーカーとの
産産連携

　マッチングにより、試作依頼や受注、共同研究に繋げる）
◆医工連携アドバイザーによる支援
　・薬事法に関する支援

◆医療機器産業参入の支援 　・製造工程管理や品質管理に係る支援　等
　・医療機器の基礎講習・実機を用いた人材育成セミナーを開催

　　ニーズ発表等） ◆医療機器産業参入の支援
　・自社技術の活用による医療機器産業へ参入機会を創出 　・医療機器展示交流会出展支援

　・北東北ものづくり医療機器産業交流会開催
　・東北地域医療機器産業支援ボード

◆ＡＭＩ（秋田メディカル・インダストリ）のネットワーク運営支援 　　（広域の産産連携、取引拡大や新規事業の創出を図る）
　・ホームページやメール等による各種情報提供および
ネットワーク事務局の支援

　・医工連携セミナーの開催（医療機器開発、医療関係者の

研究開発を推進し、

展示品・ 商品を

開発することにより、

事業化を促進

Ｈ２５ ６６０億円

商品化件数

Ｈ１９～２３年度
４件

「あきたふるさと元気プラン」

の数値目標から抜粋

○コーディネータの活用による企業と研究者・医療機器メーカー等のマッチング

・医工連携コーディネータの配置 5,964千円

＜医工連携コーディネータを１名雇用：秋田県の緊急雇用基金＞

・企業の独自技術やポテンシャルの目利きを行い、新規参入を目指す企業を支援

・企業間連携を図り、数社で医療機器開発を行う研究開発体制づくりを支援

医工連携アドバイザーによる支援（３９０千円）、県単

○医工連携アドバイザーによる市場調査・開発品の実用化支援

・専門家による薬事法等の対応支援

・製造工程管理や品質管理に係る支援

ネットワ ク事務局の支援

大学・公設試験研究件

Ｈ２５まで
累積 ８件

Ｈ１９年から支援している開発

案件の約２５％

ＡＭＩネットワーク
参加企業数

・製造工程管理や品質管理に係る支援

医療機器産業参入の支援（１，８３８千円）、県単

○医療機器の基本、医療現場ニーズ、薬事法の理解

・人材育成セミナーの開催 313千円

○医療機器メーカー、関連企業や研究者との出会いを支援

・医療機器展示交流出展支援補助（４社）、医工連携セミナーの開催 902千円

○北東北３県によるものづくり企業の出会いの場を創出

・広域の企業連携を促進し、取引の拡大や新規事業の創出を図る。 623千円

大学 公設試験研究

機関などの

研究開発グループ

県内中小製造業

による企業グループ

医師・臨床工学技士

などの医学医療

グループ

県内機関所属

コーディネータ

グループ

Ｈ２４年１２月現在
７６社

Ｈ２６年３月まで
８０社

○ホームページやメール等による各種情報提供およびネットワーク事務局の支援

・セミナー、競争的研究開発資金や展示会等の情報提供

・運営委員会の開催

・企画委員会の開催

ＡＭＩ（秋田メディカル・インダストリ）のネットワーク運営支援 ＡＭＩ network
（秋田メディカルインダストリ

ネットワーク）

33



ものづくり産業の早期復興による「富県宮城の実現」 復興に向けた10のポイントの一つとして

【宮城のビジョン】

□□ 宮城県宮城県 ＭＩＹＡＧＩＭＩＹＡＧＩ

ものづくり産業の早期復興による「富県宮城の実現」

○自動車関連産業 ○クリーンエネルギー産業

○高度電子機械産業 ○医療産業
○自動車関連産業 ○クリーンエネルギー産業

○高度電子機械産業 ○医療産業

復興に向けた10のポイントの つとして

地域を包括する保健・医療・福祉の再構築地域を包括する保健・医療・福祉の再構築

みやぎ高度電子機械産業振興協議会

事 業 分 容
予 算 額

＜医療・健康機器分野 平成２５年度事業計画＞

○高度電子機械産業 ○医療産業
○食品関連産業

○高度電子機械産業 ○医療産業
○食品関連産業 みやぎ高度電子機械産業振興協議会

【重点分野】 医療・健康機器

事 業 区 分 内 容
予 算 額

（単位：千円）

臨床セミナ 市場 技術セミナ

医療行為・技術理解を促進するための各診療科

目をテ マとする臨床セミナ や 市場や業界理 812臨床セミナー，市場・技術セミナー 目をテーマとする臨床セミナーや，市場や業界理

解を促進するための市場・技術セミナーを開催

812

ビジネスマッチング・企業内覧会支援
川下企業との取引拡大のため，ビジネスマッチン

108ビジネスマッチング・企業内覧会支援
グや企業内覧会を開催

108

展示会出展支援
メディカルクリエーションふくしま等の医療・健康

機器分野の展示会出展に係る経費の補助
2,114

個別支援
アドバイザーを活用した，医療・健康機器分野へ

の参入を目指す県内中小企業への指導・助言
1,497

計 4,531
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＜医療福祉機器産業参入促進に向けた山形県の取組み＞＜医療福祉機器産業参入促進に向けた山形県の取組み＞

□□ 山形県山形県 ＹＡＭＡＧＡＴＡＹＡＭＡＧＡＴＡ

【庄内地域】

山形県内地域での活動状況山形県内地域での活動状況山形県内地域での活動状況山形県内地域での活動状況支援活動方針支援活動方針支援活動方針支援活動方針

山形の強みを活かした 【庄内地域】
鶴岡メディカル

ビジネスネット
会員企業：２６社

医療福祉機器産業への参入促進

重点重点支援施策支援施策重点重点支援施策支援施策

【村山地域】
村山インダストリー

倶楽部

重点重点支援施策支援施策重点重点支援施策支援施策

１．産業を知る・学ぶ
・新規参入企業向けセミナー 倶楽部

会員企業：５１社

・新規参入企業向けセミナー
・薬事法等規制関連セミナー

２．現場・現物を知る・学ぶ
医療施設 医療関係者等との

【置賜地域】
置賜メディカル

テクノ・ネット
会員企業 １９社

・医療施設、医療関係者等との
交流の場の提供

・ニーズ対応型ものづくり検討会
会員企業：１９社

地域の特徴を活かした地域の特徴を活かした

３．ものを作ってみる
・ビジネスプラン支援
・産学連携、医工連携コーディネート

成 参入活動が展開されている参入活動が展開されている・試作開発への助成
（補助率：２／３、限度額：１～５百万円）
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＜福島県：医療関連産業集積プロジェクト＞
医療機器産業の集積

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７

□□ 福島県①福島県① ＦＵＫＵＳＨＩＭＡＦＵＫＵＳＨＩＭＡ

医療機器産業の集積

ふくしま医療福祉機器産業

（仮称）福島県医療機器開
発センターの整備

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７

設計
工事 開所・業務実施３月１８日 委託先募集公告国へ

財政ふくしま医療福祉機器産業
推進機構の設立

技術開発と安全性（生物学的安全性等）を総合的に評価する拠点
拠点の運営や薬事支援、事業化支援、人材育成等を実施する。

基本構想
策定

設立準備 設立・業務実施

平成２４度予備費【1３３.９億円】

財政
措置
要望

医療福祉機器等開発ファンド事業（７７億円）

医療・介護ロボット等から一般医療機器までの開
発、試作・臨床研究・治験等を対象に企業に経費
補助する

公募

６月１４日 １７件採択（約３１億円）

補助事業実施

１月４日 ３件採択（約７億円）

国際的先端医療機器実証事業（６０億円）

世界初のBNCTの開発実証や手術支援ロボットの
開発 実証に 経費補助する

補助する。

BNCT ６月１４日 採択（公募終了）

補助事業実施

３月２５日 第3次募集開始

開発・実証について経費補助する。

革新的医療機器開発・創出促進事業(１４億円）

手術支援ロボット ９月１９日採択（公募終了）

補助事業実施

６月１４日 ４件採択（公募終了）

創薬拠点の整備
開所

医師を中心とした医療機器の開発、実証、治験等を対
象に、医療機関に経費補助する。

補助事業実施

36

福島医薬品関連産業支援拠点化事業（２５８億円）

• 医科大学に産学官共同研究施設の整備
• 治療薬・診断薬の開発

基本構想
策定

研究開発実施

設計 工事
開所
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□□ 福島県②福島県② ＦＵＫＵＳＨＩＭＡＦＵＫＵＳＨＩＭＡ

・（仮称）福島県医療
機器開発センター
の整備

拠点整備

の整備
・ふくしま医療福祉機
器産業推進機構の
設立

37



医療機器ビジネス参入支援事業（新潟県：Ｈ２５予算） 【H25予算 4,000千円】

□□ 新潟県新潟県 ＮＩＩＧＡＴＡＮＩＩＧＡＴＡ

①新規参入支援 ②技術開発支援 ③販路開拓支援

県 NICO NICO・県

NICO「高付加価値化サポート支援
事業（健康医療分野特別枠）」 医工連携コーディネータ等の

活用により企業間マッチング
医療機器ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙﾎﾞｰﾄﾞを

中心に 薬事法や企業参入 【H25事業】
県

中心に、薬事法や企業参入

事例に関するセミナー、医療

機関の見学会を開催

助成金額：1,000万円上限
助成率：2/3以内

【H25事業】

NI
C
O

医療機器関連の展示会への

出展及び出展補助NICO「市場開拓技術構築事業」
【H25事業】 【H25事業】

助成金額：10万円
助成率：1/2以内

【H25事業】
助成金額：4,000万円上限/年
助成率：10/10以内

新潟県医療機器インダストリアルボード（会員92社）等への支援

東北6県（東北ものづく

ICR

効 果

東北6県（東北ものづく
りコリドー）との連携

○将来的に市場の拡大の見込める医療機器産業へ新規参入による産業育成
○県内企業の強みを生かした製品開発による売上げ増加
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