
平成25年８月 
公益財団法人静岡県産業振興財団 

ファルマバレーセンター 

ファルマバレーセンターの取組み 
 Pharma Valley  Initiatives 
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資料４－３ 



フォトンバレー 
（光・電子技術関連産業） 

フーズ・サイエンス ヒルズ 
（食品関連産業） 

西
部 

中

部 

東
部 

ファルマバレー 
（医療・健康関連産業） 

地域の特色を活かした静岡県内の３つのクラスター 

静岡県の新産業クラスターの推進 
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プロジェクト推進・支援機関 
ファルマバレーセンター・静岡県庁 

静岡がんセンター 

首都圏理工系大学との連携 

東京工業大学 東京農工大学 

早稲田大学 慶應義塾大学 

ファルマバレープロジェクトの推進 

約500社超の企業群ネットワーク 

平成14年静岡がんセンター開設 

 第一次戦略計画（5年間） 

平成15年ファルマバレーセンター開設 

平成17年静岡がんセンター研究所開設 

平成19年第二次戦略計画（4年間） 

平成23年第三次戦略計画（10年間） 

平成24年 ふじのくに先端医療総合特区認定 

国立遺伝学研究所 

沼津工業高等専門学校 
学 

官 県・東部市町 

産 商工会議所・商工会 

金 
銀行・信用金庫 
政府系金融機関 

プロジェクトのあゆみ 

「世界一の健康長寿県の形成」  

「健康増進・疾病克服」と「県民の経済基盤の確立」を

両輪として施策を推進 

基本理念 

プロジェクト参加機関 

戦略１ ベッドサイドのニーズに応える“ものづくり” 

戦略２ 医療と産業を担う“ひとづくり” 

戦略３ 健康サービスが充実し高次都市機能が 

集積した“まちづくり” 

戦略４ 世界展開の推進 

基本方針 
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ファルマバレーセンターの組織 
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・公益財団法人静岡県産業振興財団に所属 

   職  員  数   34名(平成25年度) 

   所      長    １名（商工団体派遣） 名誉所長  １名（非常勤） 

  企 画 部   24名（県３名、三島・裾野市・商工団体、金融機関      

             派遣各1名、地域連携コーディネーター５名、   

             技術コーディネーター１名（非常勤）、 プロパ 

             ー３名、任期付職員7名、非常勤職員1名）         

  治験推進部 ８名 

       （県３名、任期付４名、派遣１名）  

 



5 

   製品化 
 医療現場のニーズ 
 収集及び試作 

中小企業の 
技術力向上 

医療機器開発 
  臨床試験 

 
 
 

○開発テーマの収集と実現化検討 
○可能性調査事業による試作 

開発テーマ発掘と企業のマッチング 

 
 

 
○静岡新産業集積クラスター事業化 

  推進 事業費補助金  
○総合特区調整費 
  （課題解決型医療機器開発支援） 
  

製 品 化 の 支 援 

 
 
 

○中核技術者の養成 
○経営者・管理者向けセミナーの 
  開催 

人 材 の 育 成 
 
 

○医療機器展示会への出展 
○医療機器メーカー・団体との 
  マッチング 
○医療分野での開発・改良製品 
  販路開拓トライアル事業 
 

販路拡大 （開拓） の支援 

地域の中小企業を支えるスキーム① 



実現可能性 
調査 

地元企業 

セミナー・ 
技術相談 

企業、大学 
研究機関 

マッチング 

人材育成、 
広報 ほか 

製品化シーズ 
実証研究 

開発テーマ 
実現化検討 
会議 

臨床現場等の 
ニーズ収集 

富士山麓先端健康産業集積プロジェクト推進事業 
（県補助事業） 

富士山麓ビジネスマッチング促進事業 
（県・12市町補助事業） 

情報提供 

医療・介護機器等の研究開発 医療機器メーカー等への部品・部材供給 

●医療機器開発・製造に携わる地域企業の増加、医療機器製造・販売業資格の取得促進 
●医療機器製造の下請けや、医療機器の部品・部材供給を通じ、地域企業の医療・介護機器分野への参入促進 
●医療機器メーカー等の誘致促進のための下地づくり（医療機器・部品製造のメッカ） 

 ①企業のニーズ・シーズ訪問調査   ②技術の目利き   ③ニーズ・シーズのマッチング 

コーディネータ 

個別 
ニーズ・シーズ 
展示会 

医療機器メーカーの 
ニーズ収集 

情報提供 

医療機器の 
部品・部材発注 

 
技術シーズ集に 
よる企業選定 

 

マッチング 

地域の中小企業を支えるスキーム② 
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実現可能性 
調査 

テーマ   
実現化検討 
会議 

製品化シーズ 

臨床現場等の 
ニーズ収集 

富士山麓先端健康産業 
集積プロジェクト推進事業 

（県補助事業） 

医療機器開発 

研究開発ニーズ収集と支援システム(医療機器等開発) 
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実現可能性 
調査 

テーマ   
実現化検討 
会議 

製品化シーズ 

臨床現場等の 
ニーズ収集 

富士山麓先端健康産業 
集積プロジェクト推進事業 

（県補助事業） 

医療機器開発 
名称：医用機器開発テーマ実現化会議 

目的：県内中小企業を対象に医用機器等    

    の開発、製品化の推進  

 

【メンバー構成】 
 沼津高専（電子・制御・金属加工等） 
 東海大学（医用生体工学） 
 静岡県工業技術支援センター（沼津） 
 静岡がんセンター(看護師) 

 静岡がんセンター研究所（医師、研究
者） 

 薬事アドバイザー（医療機器） 
 医療機器メーカー（市場調査） 
 特許事務所 

 ファルマバレーセンター 等 

 

 

研究開発ニーズ収集と支援システム(医療機器等開発) 
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実現可能性 
調査 

テーマ   
実現化検討 
会議 

製品化シーズ 

臨床現場等の 
ニーズ収集 

富士山麓先端健康産業 
集積プロジェクト推進事業 

（県補助事業） 

医療機器開発 

医用機器開発テーマ実現化会議にお
いて開発に向け採択されたテーマは、
実証試作が可能と思われる研究者等
に研究委託する。 

 

平成25年度予算 600万円 

目標のテーマ件数 6件／年 

１件上限120万円で大学、研究機関、

病院、地域企業等と委託契約を結び、
試作品等を製作する。 

 

試作された成果品は、再度市場性等
を調査し、可能なものは、商品化を目
指してもらう。 

（医療機器製造業許可、医療機器製
造販売業許可の有無を考慮する。） 

研究開発ニーズ収集と支援システム(医療機器等開発) 
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販路開拓支援（医療分野での開発・改良製品販路開拓トライアル事業）  

医療機器の販路開拓に向けた支援 

 
 

●製品説明会 
  

開発・改良した医療機器等を製造する県内の中
小企業者の製品等を、医療従事者および医療機
器販売業者等に紹介し、マッチングの機会を設け
るとともに販売チャンネルの確立を目指す。 

●展示法は医療機器メーカーの要望に合わせ、 
   複数社合同（20社前後）での実施のほか、1社 
   ごとの個別面談方式で実施している。 
 

●展示後、再度の個別面談や企業訪問等を実 
   施してもらい、具体的な商談に結び付ける。   
＜平成２４年度実績＞    
平成２４年１２月１８日 
静岡市で開催 出展企業 １５社  
来場者 約５０名 （医療従事者、販売業者、一般） 
 

●サンプルの原価補助 

医療従事者等からサンプルの提供依頼があった
場合は、その原価の一部を補助することで販路開
拓を促進する。 

● 補助率：製品１個あたりの製造原価の２／３ 

● 補助限度額：１企業３０万円 

＜平成２４年度実績＞    

７企業＝８品目を医療機関にサンプル提供 
 

①医療従事者を対象にした 
製品説明会 

②医療現場へ 
サンプルの提供・貸与 

 

地元企業による開発改
良された医療機器等 

医療現場への浸透 

③提供・貸与したサンプルの 
原価補助 

 

新成長産業戦略的育成事業（県補助事業） 



  ふじのくにの宝物 
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ベッドサイドニーズに応える研究開発（累計50件以上の成果品） 

プロジェクトから産まれた数々の製品 

低刺激口腔ケアセット 
静岡がんセンター 
（社）静岡県歯科医師会 
㈱サンスター 

類似症例検索システム
「SYNAPSE Case 

Match 」  
静岡がんセンター 
富士フイルム㈱ 

インフルエンザ診断キット 
㈱ビーエル 
東京工業大学 
沼津高専 

チューブ類自己抜去防止のため 
のミトン付き着衣“あたみとん” 
国際医療福祉大学熱海病院・ 
山本被服㈱ 

分光分析法を用いた 
非侵襲的皮膚がん診断装置
静岡がんセンター 
早稲田大学 
三鷹光器㈱ 

カフ圧測定制御装置 
富士宮市立病院 
㈱テクノサイエンス 
㈱スカイネット 

◆基礎研究の成果を製品開発につなげる「トランスレーショナルリサーチ」 

◆患者・医療のための「ニッチ技術の開発」 

◆企業のための「新機種開発」 
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概 要 

対象区域：静岡県東部12市町 

期間：平成23年から27年（5年間） 

目標：①がん医療の飛躍的発展 

     ②医療産業クラスター形成による 

      地域企業の活性化と雇用創出 

期待される効果：経済効果 2,200億円 

           雇用創出 5,000人 

ふじのくに先端医療総合特区 

財政支援 

（課題解決型医療機
器開発） 

金融支援 

（利子補給） 

３つの支援を活用して特区事業を推進 

総合特区計画認定（平成２４年３月） 

規制緩和 

（緩和措置） 
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医療現場の課題を解決する医療機器等の開発を支援するため、
23年度総合特区推進調整費を活用して、経済産業省「課題解決型
医療機器の開発・改良に向けた病院・企業間の連携支援事業」と
して約1億円の予算を獲得。2開発テーマを実施した。 

テーマ１ 
臨床画像診断の行き詰まりを解決するハイパース
ペクトルイメージャーを応用した新規診断支援シス
テムの開発 

共同体 

参加者 

早稲田大学、㈱ヒューマン・エンジニアリング、大場
機工㈱、三鷹光器㈱、静岡がんセンター  

テーマ２ 
高生体適合性（カスタムメイド）インプラントの上市
を目指した研究開発 

共同体 

参加者 

東海部品工業㈱、（独）産業技術総合研究所、 

（一財）日本人工関節研究所、玉名中央病院  

▲皮膚がん診断支援装置 

▲インプラントと専用術具 

財政支援（24年度の実施内容） 
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財政支援（25年度の実施内容） 

実施テーマ 

•ミキサー食注入装置の研究開発（新規） 

•高生体適合性（カスタムメイド）インプラントの上市
を目指した研究開発（継続） 

•臨床画像診断の行き詰まりを解決するハイパース
ペクトルイメージャーを応用した新規診断支援シス
テムの開発（継続） 

24年度総合特区推進調整費を活用して、経済産業

省「課題解決型医療機器等開発支援事業」として、

約１億4,500万円を獲得。新規1、継続2開発テーマ

を実施する。 
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 プロジェクトの今後  

ファルマバレー構想策定 
世界レベルの高度医療・技術開発を目指した 
・研究開発 
・医療関連産業振興・集積 
 

平成13年 

始動期として一定の成果 
産学官金のネットワーク構築 

静岡がんセンターの高度な診療、研究開発 

５０を超える新製品開発支援 

地域企業医療分野への参入 

今 後 
（自律的発展期） 

これまでの成果を活かし更なる発展 
高度な診療、研究成果を活かした技術・製品の開発 

研究開発を支える支援体制の強化 

関係者の自発的交流による新たなアイデアの創出 

製品の世界への情報発信、売り込み 

高度な研究者や企業が集まる魅力ある地域づくり 

第３次戦略計画 
総合特区、拠点整備 

現 在 
（始動期・成長期） 

第1次、2次戦略計画 

・ファルマバレー構想策定（平成13年度）以来、10年の取組で始動期として一定の成果。 
・今後は、さらに活動を加速させ、発展期への転換を図る。 
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 ご清聴 ありがとうございました 
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