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延岡市メディカルタウン構想と具体的取組みについて 
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資料４－２ 



本日の内容について 

  

 １ 延岡市のご紹介 

 

 ２ 延岡市メディカルタウン構想について 

 

 ３ 体験からのお話 
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延岡市は、宮崎県北部、大分県との県
境に位置。 
 
人口は約１３万人。面積は約８６８㎦で、
大分県佐伯市に次いで、九州で二番目
の面積。 
 
藩政時代は内藤家七万石の城下町とし
て栄え、近代に入ってからは、東九州随
一の工業集積を誇る都市として発展を
続けてきた。  
 
旭化成グループの発祥の地でもある。 

延岡市のご紹介 
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日向灘からのぞむ延岡市 
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夜景100選～愛宕山の夜景～ 
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OITA 

MIYAZAKI 

東九州メディカルバレー構想 
の取組状況について 

宮崎県・大分県 
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東九州地域の血液・血管関連機器の集積状況 

企業名 工場名 所在地 製造品目 

旭化成メディカル(株) 

人工腎臓工場 

大分市 

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 

プラノバ工場 ウイルス除去フィルター 

プラノバ工場 

延岡市 

ウイルス除去フィルター 

岡富工場 人工腎臓＋透析用中空糸 

EV工場 
透析用中空糸 

恒富工場 

川澄化学工業(株) 三重工場 豊後大野市 透析用血液回路 

弥生工場 
佐伯市 輸液・輸血キット 

佐伯工場 

野津工場 

（川澄ﾌﾟﾗﾃｯｸ㈱） 
臼杵市 人工心肺回路 

東郷メディキット(株) 日向工場 
日向市 カテーテル、留置針 

日向第二工場 

＜生産拠点＞ 国内No1 

世界No4 

世界No1 

血液バッグ 

日本No1 

日本No1 

＜人工腎臓（ダイアライザー）＞ ＜血液バッグ＞ ＜留置針＞ 
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平成２２年１０月２５日大分県・宮崎県  

 

「東九州メディカルバレー構想」策定 

― ４つの拠点づくり ー  
◆研究開発の拠点づくり 

◆医療技術人材育成の拠点づくり 

◆血液・血管に関する医療拠点づくり 

◆医療機器産業の拠点づくり 
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医療機器の研究開発促進 
 ◆医療従事者と企業のエンジニア等との 

  意見交換の環境整備等 

医療技術者の育成と交流促進 
 ◆国内外の医療技術者を対象とした医療機器 

  を使用したトレーニングの実施 

 ◆医療関係者の交流促進 等 

医療関連産業の誘致 
 ◆医療関連産業が立地するための環境整備等 

健康長寿施策の研究等 
 ◆新たな健康長寿施策の研究 

 ◆医療技術の研究支援 等 

地場企業の医療関連産業参入支援 
 ◆薬事法許認可取得を支援するセミナーの 

  開催等 

メディカルタウン構想の主な取組み 
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☆九州保健福祉大学 

◆薬学部薬学科 
  ６年制課程初の薬剤師国家試験新卒合格率９９％ 
                      （H24年）  
◆薬学部動物生命薬科学科 
  動物に関わる技術者・研究者・獣医師等を育成         
 

 ◆保健科学部臨床工学科 

  ・国内トップクラスの実習設備を活用した 

    医学と工学の知識を兼備した臨床工学技師の育成 

  ・臨床工学技士国家試験合格率２年連続100％ 

                  （H23,24年） 

☆宮崎県立延岡高等学校ﾒﾃﾞｨｶﾙｻｲｴﾝｽ科 

  医師や技術者など地域医療や先端技術産業などの将来を担う人材の育成を目指してH23.4新設 

地域の特徴・強み～医療を支える人材育成機関～ 

☆延岡看護専門学校 
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地域の特徴・強み～東九州随一の優れた工業技術の集積～ 

旭化成グループを支えてきた地場企業群 

☆世界トップレベルの技術の一例 

人型ロボットの関節（精密切削加工） 

航空機の車軸（精密機械加工） 
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県との連携のもと、東九州メディカルバレー
構想の着実な推進を図る。 
 
 
１ 医療産業への新規参入をはじめとする 
  地場企業の振興に関すること 
   
２ 東九州地域における医療産業振興の情報 
  発信に関すること 
  
３ 医療機器の研究開発環境の整備に関する 
  こと 
   
４ その他、東九州メディカルバレー構想の 
  推進に関すること 
 

☆医療産業振興等連携協定 

新たな挑戦～日向市・門川町との連携～ 

夕刊デイリー（H24.2.22付） 13 



☆総事業費：13,063千円 

 ※各市町が負担金として協議会に拠出 

  （延岡市：7,107千円 日向市：4,002千円 門川町：1,954千円） 
   

☆事業内容及び予算額 

 

 ①医療機器等開発サポート事業：10,233千円 

 

 ②国内最大級の医療機器産業振興フォーラムへの参加支援：930千円 

  大阪商工会議所が主催する次世代医療システム産業化フォーラムに 

  参加するための費用の一部を補助（登録料及び旅費の1/2を補助） 
  

 ③医療関連産業振興シンポジウムの合同開催：1,000千円 

 

 ④医療関連産業振興の取組みに関する情報発信用パンフレットの作成： 
  600千円  

 

 ⑤事務局経費：300千円 

☆宮崎県北部医療関連産業振興等協議会設立 

新たな挑戦～日向市・門川町との連携～ 

夕刊デイリー（H25.5.８付） 
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地元の 
ものづくり企業 

医療機器製造販売業 
取得企業 

 
 
大学医学部・工学部 
医療機関 
高等専門学校 
 
 

地方公共団体 
機能・サービス提供 
の枠組み・仕組みづくり 

相談窓口 

産・産・学連携 

以下の図は、全体の枠組みのイメージ 

主に医療関連産業への新規参入を目指す
企業に対する支援として 
①宮崎大学医学部のニーズ把握 
 →事業化の可能性の見きわめ 
②県北の地場企業の技術把握 
 →①の結果とのマッチング 
③事業化に必要な専門家等の派遣及び製 
 販業者とのコンソーシアム組成支援 

－ ８ － 

医療機器等開発サポート事業の目指すところ 
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１ 製販企業とのネットワーク構築支援 
 （１）医療関連産業への新規参入セミナー 
   ～製販企業との連携による医療機器 
    開発をテーマに実施 ～ 8月開催    
 
 （２）医療機器メーカーへの訪問 
   ～支援機関による県北地域のPR～ 
  
 （３）製販企業向け展示会の開催 
  ～東京にて開催～ 
     
 
２ 製販企業を起点とするマッチング支援 
 （１）宮崎県北企業へのマッチング支援 
  ～展示会前の準備として、医療機器に 
   使える技術把握と効果的なプレゼン 
   方法に関するコンサルティング実施～ 
 
 （２）宮崎県内大学とのマッチング支援 
   ～開発テーマの選定と連携を支援～ 

 

実施主体： 
宮崎県北部医療関連産業振興等協議会 
協議会構成員 ： 
延岡市・日向市・門川町  （顧問：宮崎県） 

 
 

サポート事業で取り組む３つの支援事業 
 １．医療関連産業新規参入支援の実施 
 ２．医療機器等の開発案件を有する企業に対する支援の実施 
 ３．産学（医工）連携による医療機器等開発可能性調査の実施 

 

事業の概要 

１．新規参入支援 
 

１ 薬事戦略・事業化面での支援 

  ～薬事等に精通したコンサルタントによ 

   る支援を実施し、円滑な研究開発と事 

   業化を支援～ 

  

２ 資金戦略面での支援 

  ～開発コンソーシアムの成立後、研究   

   開発・事業化の推進に向けて、公的資  

   金の申請に関する助言や情報提供を 

   実施～ 

 

１ 宮大医学部等における臨床ニーズ調査 

  ～宮崎大学医学部等における臨床 

    ニーズの聞き取り調査を実施～ 

  

２ マッチングが見込める製販企業等検討 

  ～臨床ニーズ調査で得られたニーズに 

   ついて、事業化の可能性、およびマッ 

   チングの見込める製販企業や地場企 

   業の開発参加見通しなどの視点から 

   共同研究開発実施について検討～ 

２．開発支援 ３．開発可能性調査 

産産学連携による医療機器開発のイメージ図 

宮崎県内大学、医療機関 
（宮崎大学医学部等） 

宮崎県ものづくり企業 

製販企業 

（医療機器メーカー）  協議会（自治体） 

 「サポート事業」による支援 

寄附講座 

（県北拠点） 
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体験からのお話 
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平成18年度～21年度 商業観光課で中心市街地の活性化業務 
 
平成22年度の人事異動で「メディカルタウン担当」を拝命 
 
 →「延岡市メディカルタウン構想」の策定と推進 
 
 ※医療機器の知識がない者が構想の策定や推進ができるのか？ 
 
 →各地で開催されるメディカル関係の展示会に出かけて名刺交換 
 
  神戸市のアドバイザーとの出会いが最大のポイント 
  地方都市には中々人材がいないという中で、最大限のバックアップをしてくださる 
 
 →内の人材だけでは限界あり。外の人材の協力も必要不可欠？ 
 
 →経済産業省ヘルスケア産業課医療・福祉機器産業室への出向 
 
  現在、２代目。最新の情報の収集や人的ネットワークの構築に大きく貢献 
  今年度事業も人的ネットワークがあったからこそ実施できたもの 
   



宮崎・大分両県推進会議 

大分県推進会議 

・旭化成Gr 

・川澄化学 

・分大 

・APU 

・県工業団体連合会 

・大分県 

宮崎県推進会議 

・旭化成Gr 

・東郷メディキット 

・宮大 

・九保大 

・工業会 

・産業支援財団 

・宮崎県 

・日向市 

・門川町 

・延岡市 

東九州メディカルバレー構想の推進体制 
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体験からのお話 
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正直ベースでお話すると、やりたいことは皆さんバラバラ 
 
 →それぞれがWin・Winになるようなストーリーを構築できるかがポイント？ 
   



ご清聴ありがとうございました。 
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