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構想の目的１１

宮崎県から大分県に広がる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。

東九州地域のポテンシャル２２

1

東九州メディカルバレー構想(H22.10.25策定)

� 血液や血管に関する医療機器を製造する企業が集積
血液や血管に関連する部材を製造する地場企業も多く存在

� 人工腎臓をはじめ血液回路、血管用カテーテルなどの製品は日本一のシェア
アフェレシス（血液浄化）製品は世界一のシェア

� 宮崎県で部品生産、大分県で最終加工及び出荷を行っている製品もあり、
医療機器生産金額は両県合わせて1,114億円(※)

（※平成２５年薬事工業生産動態統計月報暫定値より）



東九州地域の拠点

九州保健福祉大学

宮崎大学

東郷メディキット㈱

立命館アジア太平洋大学

大分大学

川澄化学工業㈱
旭化成メディカルMT㈱

◆留学生在籍数：約100か国、3000名
◆健康マネジメントプログラム保有

◆西日本で唯一の治験中核病院
◆研修施設「スキルスラボセンター」保有

◆医療倫理体制をトップレベルで運用
◆産業動物教育研究センターを整備

（医学・獣医学連携）

◆臨床工学科に全国トップクラスの
医療機器トレーニング施設を保有

大分県

宮崎県
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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)

（旭化成メディカルMT(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
佐伯工場 佐伯市 輸液・輸血キット
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

東郷工場

日本No1
世界No2

世界No1

血液バッグ
日本No1

日本No1
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【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

【団体】

【行政】大分県

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

【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、

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】 宮崎大学、大分大学、九州保健福祉大学、立命館アジア太平洋大学

【行政】 宮崎県、大分県

東九州メディカルバレー構想の推進体制３３

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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＜概要＞
医療機器開発につながる研究拠点づくりの推進や地域医療の向上などに取り組むために、宮崎県と延岡市

の共同寄附により、宮崎大学医学部に寄附講座を設置（H24.2.1～）。

（１）平成26 年度寄附額： 3,000 万円（宮崎県1,500 万円、延岡市1,500 万円）

（２）体制：腎臓内科医 藤元教授 他 助教1名 事務員1名

＜具体的な取組内容＞
（１）新たな医療機器の研究開発の取組
（２）人材育成の取組

（人工透析技術のアジアなどへの展開）
（３）地場企業の医療機器産業新規参入支援

■宮崎大学医学部寄附講座「血液・血管先端医療学講座」

血液・血管先端医療学講座
県北拠点の開設（H24.3.21）

研究開発の拠点づくり１１

宮崎大学 医学部
血液・血管先端医療学講座

◆医療倫理体制をトップレベルで運用
◆産業動物教育研究センターを整備

（医学・獣医学連携）

血液・血管先端医療学講座
県北拠点（県立延岡病院内）
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�産学官共同研究開発事業（宮崎県）

�医療関連機器研究開発補助事業（宮崎県）平成２５年度～

■医療機器研究開発の取組実績

事業者 テーマ

㈱ｼｽﾃﾑ技研 ＴＯＴ、ＴＶＴ、ＴＶＭ手術器具（穿刺針）の実用化開発

㈱昭和 低侵襲手術用の身体変換手術台の開発

宮崎大学・三和ニューテック㈱ ロコモティブシンドローム診断・検診用計測機器の開発

ｴｽ・ﾋﾟｰ・ｼﾞｰﾃｸﾉ㈱ がん治療用製剤の即時調製のためのデバイス開発

アルバック機工㈱ 医療機関で多目的に使用できる真空ポンプの可能性調査

森山工業㈱ 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

事業者 テーマ

宮崎大学、㈱昭和 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

大山食品㈱、宮崎大学 芋焼酎粕を有効利用した排泄物処理材の研究開発

㈲ﾏｷﾀ義肢製作所、㈱ﾏｲｸﾛ電子ｻｰﾋﾞｽ、
工業技術ｾﾝﾀｰ、潤和会記念病院

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ用荷重ｺﾝﾄﾛｰﾙ装置の開発

アルバック機工㈱、㈱メディカルシード
九州保健福祉大学、安井㈱

気道内圧に同期した自動痰除去ｼｽﾃﾑ開発

㈱ｷﾖﾓﾄﾃｯｸｲﾁ、工業技術ｾﾝﾀｰ 抗体医療器／酵素等生産に用いる培養装置向け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

構想策定後、

県の補助率10/10事業により、

これまでに、１１ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを支援

※研究開発 (R&D) 600万円以内、 2か年以内（10/10補助） 可能性調査(F/S) 200万円以内、12か月以内（10/10補助）
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■東九州メディカルバレー構想特区（財政・金融支援内容）

�総合特区推進調整費
経済産業省の医療機器研究開発関連の事業について、調整費を活用して事業を実施

（H24課題解決型医療機器等開発事業 8千万円:H25開始）
（H26医工連携事業化推進事業 9千万円）

研究案件 事業管理機関 研究実施機関

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

アルバック機工㈱
㈱メディカルシード
九州保健福祉大学

�戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン、経済産業省）

研究案件 事業管理機関 研究実施機関

ｳｫｰﾀｰｱｼｽﾄ成形による
医療用ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ回路の開発

九州産業技術ｾﾝﾀｰ
安井㈱

学校法人順正学園 九州保健福祉大学

■その他、国補助事業での研究開発
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宮崎市

アボック㈱ ㈱Ｄesign.En

エコ清水環境㈱ ㈱デンサン

ＳＰＧテクノ㈱ 凸版印刷㈱

㈱コア・クリエイトシステム ㈲ドラフテック

㈲山洋製作所 ㈱ニチイ学館宮崎支店

三和ニューテック㈱ ヒラサワプレシジョン㈱

㈱シーディエヌ ミクロエース㈱

㈱新菱 ㈱モリタ

㈱テクノマート ㈱ユーフレックス

ボストン・サイエンティフィックジャパン㈱宮崎Ｔ＆Eセンター

ラピスセミコンダクタ宮崎㈱ ブレスト・ヘルスケア㈱

総合メディカル㈱宮崎支店 ㈱ながと

延岡市

旭化成テクノシステム㈱ ㈱昭和

旭化成ネットワークス㈱ 泰誠工業㈱

旭化成ﾒﾃﾞｨｶﾙＭＴ㈱恒富工場 ㈱中園工業所

㈱有村鋼機商会 ㈱Heart Best

㈱池上冷熱 ㈲花菱精板工業

㈱ウイルテック九州 マツタ工業㈱

岡富鐵工㈲ 宮安電機㈱

㈱興電舎 森山工業㈱

㈱修電舎 吉玉精鍍㈱

都城市

㈱サニーシーリング

㈱システム技研

㈱清和金属製作所

ツカサ電工㈱都城事業所

ニドー工業㈱

㈲マキタ義肢製作所

㈱メタル・テクノ

YAMAGATA INTECH㈱

大和工機㈱

㈱山梨光学

門川町

安井㈱日向市

東郷メディキット㈱

㈱キヨモトテックイチ

旭建設㈱
川南町

㈲シンコーエンジニアリング

新富町

㈱シンコー精機

㈱吉川アールエフセミコン

西都市

アルバック機工㈱

㈱マスオカ

綾町

㈱あきやま 綾の手紬染織工房

高原町

㈱芝田スプリング製作所

小林市

㈲よしたにクロージング

日南市

宮越精密工業㈱

１ 設立

２ 会員数

３ 役員

４ 事務局

５ 活動内容

平成２３年１０月１９日

８０企業・団体（企業６４社、支援機関１６団体）(平成２６年１１月現在)

会 長：松田 哲（安井株式会社 代表取締役社長）

副会長：長峯 清隆（株式会社システム技研 代表取締役）

宮崎県商工観光労働部産業集積推進室

(1) 医療機器産業に関する専門知識の向上

(2) 医療機器関係展示会への出展や商談会への参加
(3) 医療機器研究開発のための産学連携、医工連携の推進
(4) 会員相互の交流、連携
(5) 情報の収集及び提供 等

支援機関

宮崎大学

九州保健福祉大学

延岡商工会議所

㈱日本政策投資銀行

㈱宮崎銀行

㈱宮崎太陽銀行

㈱宮崎太陽キャピタル

宮崎県信用保証協会

宮崎県産業振興機構

宮崎県工業会

衛藤法律特許事務所

宮崎市

日向市

延岡市

宮崎県工業技術センター

宮崎県機械技術センター

■宮崎県医療機器産業研究会２２ 医療機器産業の拠点づくり
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• 参入支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ
• 専門アドバイザー派遣事業

(製造業許可の取得等)

開発テーマ発掘と企業とのマッチング

情報提供

• 薬事法説明会
• 新規参入事例の紹介
• 医療機器メーカー見学会

• 医療、介護現場からのニーズ紹介
宮崎大学医学部附属病院、宮崎県立延岡病院、あたご整形外科

• ワーキンググループ活動 ロコモ研究会等

製品化支援

• 医療関連機器研究開発補助事業（10/10補助）
R&D  600万円以内 2か年以内
F/S  200万円以内、12か月以内

• 専門アドバイザー派遣事業（薬事承認の取得等）

販路開拓支援

• 販路開拓ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ（関東圏企業とのマッチング）
• 医療機器メーカーとのマッチング
• 医療機器関連展示会への共同出展

コーディネート

■医療関連産業への新規参入・
取引拡大を目指す企業支援スキーム

3

MEDTEC Japan2014(H26)本郷展示会(H25)宮崎大学病院見学会(H26)ものづくり講演会in県立延岡病院(H26)

参入意欲の醸成 医療現場ニーズ 体制整備 医療機器開発 販路開拓
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�医療機器製造業許可の取得

企業名 本業分野

安井㈱ 印刷、樹脂加工等

アルバック機工㈱ 小型真空ポンプ等

㈱昭和 切削、精密板金加工等

センコーメディカルロジスティクス㈱ 医療機器の包装・表示・保管

㈱システム技研 省電力化機器の設計、製造

�企業立地、工場増設

■医療機器産業の拠点づくり（これまでの成果）

企業名 内容

㈱ユニフローズ 医療用ポンプ等の製造のため、宮崎県高鍋町へ進出（H25.4月操業開始）

旭化成メディカル㈱
医療材料研究所を新設（H23.9月）

人工腎臓用中空糸膜の製造工場及び人工腎臓製造ライン増設（宮崎・大分両工場）

東郷メディキット㈱ 医療用留置針の針部分の製造工場等増設

安井㈱ 医療機器組立製造、樹脂部品開発のための工場増設（H27.7月稼働予定）

構想策定後、新たに5事業所が

医療機器製造業許可を取得！
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経済発展によりアジア
諸国で医療需要が増加す
る“透析分野”を中心と
して、優れた日本の医療
技術・機器の海外展開を
産学官連携で推進する。

【当面の重点国】
タイなどのASEAN医療先進国

【設置病院】
• 国立病院、国立大学附属病院等

【重点医療分野】
• 透析治療、アフェレシス治療
• ステント、カテーテル治療 等

【役割】
• 日本式医療トレーニングセンター
• 日本製医療機器ショールーム
• 情報発信センター
• 日本へ人材を送り出す拠点
• 現地国内人材の育成拠点

トレーニングセンター
（アジア地域に設置を目指す）

• 血液、血管関連医療機器の展開
• 研究員との交流（医療技術の開発）

産

• プロジェクト管理

官

• 医療機器操作トレーニングを実施
• 大学病院等の臨床現場で実地研修
• 医工学に精通した技術者を養成
• 公衆衛生に関する知識の取得

学

Phase-1 Phase-2 Phase-3 Phase-FINALプロジェクト

•現地ニーズ調査
（H24 JICA事業一部活用）

※タイ、インド、南アフリカ

•海外政府高官・病院関係者等
招聘（JICA・JETRO連携）

•海外医療技術者の本邦研修

•研修者が現地ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰで
活動

→最先端の医療技術を提供する
拠点病院へ

•現地国内の人材が集う
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰへ

⇒最先端の医療技術が学べる

国内人材育成の拠点へ

医療機器の海外展開に向けた取組イメージ

4

３３ 人材育成の拠点づくり
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１ 趣旨

マレーシアの医師を招聘し、東九州メディカルバレー構想特区が誇る人工透析技術等の血液・血管医療分野について、高い
技術力や産学官連携による人材育成の取組、透析医療の全体像等を紹介するとともに、意見交換を実施。

２ 実施体制
（１）主 催：JETRO 機械・環境産業部

産：旭化成㈱、旭化成メディカル㈱、メディキット㈱、川澄化学工業㈱
（２）実施・協力機関 学：宮崎大学、大分大学、九州保健福祉大学

官：宮崎県、大分県、延岡市

３ 対象者
マレーシアの病院に勤務する医師3名

４ 日程（研修期間）
平成26年6月

■ 「海外有識者招へい事業（マレーシア・透析分野）」の実施
独立行政法人日本貿易振興機構(ＪＥＴＲＯ)
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１ 趣旨
タイの医療従事者を対象とした本邦研修や現地活動を通じて、
日本式透析技術(CDDS)の優位性及びそれを支える透析用水の
重要性について理解を得るとともに、対象病院に適した水質浄化
技術を検討・指導することにより、タイの中核病院へ日本式技術
の普及を図る。

２ 実施体制
（１）事業提案：旭化成㈱、旭化成メディカル㈱、日機装㈱
（２）実施・協力機関

産：旭化成㈱、旭化成メディカル㈱、日機装㈱
メディキット㈱、川澄化学工業㈱、旭化成ケミカルズ㈱

学：宮崎大学、大分大学、九州保健福祉大学
官：宮崎県、大分県、延岡市

３ 対象病院
国立ラチャウィティ病院、
国立マヒドン大学医学部附属シリラート病院

４ 日程
（研修期間）

■ 「タイ王国透析技術ネットワーク開発におけるCDDS技術普及事業」の実施

独立行政法人国際協力機構(ＪＩＣＡ)
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【本邦研修】
6/23(月)～7/5(土)

医師2名、看護師2名

【第1回現地調査】
7/27(日)～8/8(金)

【第2回現地調査】
9/8(月)～9/17(水)

【第3回現地調査】
1/12(月)～1/24(土)



＜概要＞
タイの医療技術者を研修生として受け入れ、血液透析分野の医療機器等に関する短期研修を実施することにより、タイの

医療水準の向上に貢献するとともに、日本式透析システムの現地普及による日本製医療機器の海外展開の促進に繋げる。

（１）事業主体
宮崎県（大分県、延岡市と自治体間の連携事業として実施）

（２）研修拠点
九州保健福祉大学

（見学研修協力先：宮崎大学、県立延岡病院、大分大学、旭化成ﾒﾃﾞｨｶﾙMT、東郷ﾒﾃﾞｨｷｯﾄ、川澄化学工業 等）

■「血液透析を中心とした日本の医療機器に関するタイ国医療技術者研修」の実施

(財)自治体国際化協会(CLAIR)助成事業「平成25年度/平成26年度自治体国際協力促進事業（モデル事業）」

▲細菌測定

平成２５年度

受入期間 ３か月
第１ｸﾞﾙｰﾌﾟ：平成25年8月1日～平成25年10月31日
第２ｸﾞﾙｰﾌﾟ：平成25年11月1日～平成26年1月31日

受入人数 ４名
第１ｸﾞﾙｰﾌﾟ：透析看護師２名
第２ｸﾞﾙｰﾌﾟ：技師２名

研修生の
所属病院

国立ラチャウィティ病院

�医療技術者研修

平成２６年度

受入期間 ２か月 平成26年9月1日～平成26年10月31日

受入人数 ４名 透析看護師３名、技師１名

研修生の
所属病院

国立ラチャウィティ病院（１名）、
国立マヒドン大学医学部附属シリラート病院（３名）

▲透析器機の配管確認

▲チェック項目の説明 ▲細菌検出作業 14



�中核的医療機関の拠点化

� 宮崎大学医学部「血液・血管先端医療学講座」と宮崎県立延岡病院内「同講座・県北拠点」による

研究開発や地域医療の充実を推進

血液・血管に関する医療拠点づくり４４

平成２６年度 【新設】

派遣期間 10日間 平成26年8月13日～平成26年8月22日

派遣人数 ２名 九州保健福祉大学 臨床工学科長及び博士

目 的 平成25年度受入研修生のﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ及び現地病院の実態把握

平成２６年度 【新設】

受入期間 ５日間 平成26年8月25日～平成26年8月29日

受入人数 １名 国立タマサート大学医学部 副学部長

目 的 ﾀｲ版の臨床工学技士養成課程創設を目指す大学教員の指導

�現地指導・フォローアップ

�現地国指導者研修

▲細菌測定講習 ▲菌検出装置の説明

▲迫田学長表敬訪問 ▲学生用の教材説明
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http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/shoko/kogyo/medical_valley/
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