
東九州メディカルバレー構想における成果 
～広がる地域間連携の取組～ 

＜海外展開について＞ 

平成２９年１月２７日（金） 
第３回全国医療機器開発会議 

大分県・宮崎県 



構想の目的 

 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。 

４つの拠点づくり 
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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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●産学官連携による研究開発の推進や研究開発環境の整備など 
  【具体的取組】 新たな医療機器の研究開発を目的とした寄附講座の設置 

●地場企業に対する支援や企業誘致の推進 
  【具体的取組】 医療機器産業への新規参入、取引拡大のための研究会活動 

●国内外の医療技術に係る人材の育成 
  【具体的取組】 アジアの医療技術者に対する人工透析技術等の研修の実施 

●中核的医療機関の拠点化と医療機関ネットワークの構築 

地域活性化総合特区に 
指定（平成23年） 

東九州メディカルバレー構想(H22.10.25策定) 



 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・マレーシア・シンガポールなどのASEAN 
 医療先進国 
 

【設置病院】 
• 国立病院、国立大学附属病院 
• 過去のJICA無償資金協力病院 等を想定 

 

【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） 

•人材トレーニングプログラムの提供 
•血液、血管関連医療機器の提供 
•研究員との交流（医療技術の開発） 

医療機器メーカー 

• プロジェクト管理 

行政 

• 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 

大 学 

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

•医療技術トレーニングセンター開
設に向けた現地ニーズ調査
（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 

 ⇒F/Sとして、H25から医療技術
者短期研修を実施（タイ） 

•現地病院にトレーニングセンター
を設置 

•海外の医療技術者の本邦研修
の継続（JICA事業等） 

•日本で学んだ人材が、現地ト
レーニングセンターに帰国 

→最先端の医療技術を提供する
拠点病院へ 

•国内の人材が集うトレーニングセ
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 

海外展開の全体イメージ 
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実施期間 プログラム名 タイ 
東九州メ
ディカルバ
レー 

参加者 

2013年 

1月6日 

～1月18日  

海外経済協力事業委託費に
よる「ニーズ調査」 
（外務省調査事業） 

タイ 東九州 

友先生（大分大学）, 上野氏（大分県庁）, 城風氏
（旭化成）, 岡部氏（メディキット）, コンサルタント企
業他 計7名 

2013年 

5月26日 

～6月1日 

日本における人工透析技術
セミナー 

（JICA招聘事業） 
タイ 東九州 

Dr. Jirot, Ministry of Public Health 

Dr. Panthep, National Health Security Office 

Dr. Sakarn, Rajavithi Hospital 

Dr. Kraiwiporn, Siriraj Medical School 

2013年 

6月22日 

～6月27日 

日本における人工透析技術
セミナー 

（JETRO招聘事業） 
（対象：私立病院） 

タイ 東九州 

Dr. Chusil, Bumrungrad Inter. Hospital 

Dr. Panorchan, Bumrungrad Inter. Hospital 

Dr. Jarusiripipat Samitivej Sukumvit Hospital 

Dr. Upama, Samitivej Sukumvit Hospital 

Dr. Kongseeha, Bangkok Hospital Phuket 

2013年 

8月1日～10

月31日 

 

2013年 

11月1日～
2014年 

1月31日 

日本における透析看護師の
臨床工学トレーニングコース
（CLAIR事業） 
 

日本における技士の臨床工
学トレーニングコース 

（CLAIR事業） 

タイ 東九州 

 

Ms. Pornphan, Rajavithi Hospital 

Ms. Pichitra, Rajavithi Hospital 

 

 

Mr. Charoon, Rajavithi Hospital 

Mr. Suppachai, Rajavithi Hospital 

透析治療領域における東九州メディカルバレーとタイ間の人的交流の歴史 

CLAIR:  Council of Local Authorities for International Relations, Japan 3 



本邦受け入れ 現地調査／指導

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月

JICA事業
(対象国:ﾀｲ)

タイ王国透析技
術ネットワーク
開発における日
本式透析技術普

及事業

【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) 大分大/友先生、

宮崎大/藤元教授、九保大/竹澤教授

【第2回現地調査】

9/8(月)～9/17(水)

大分大/友先生

【第3回現地調査】

1/12(月)～1/24(土)

大分大/友先生、

宮崎大/藤元教授、

九保大/竹澤教授

返血状況の動画撮影（左）と局所麻酔薬入り粘着シールを試す研修生（右） 

機械室で、A原液とB原液の溶解装置、ROモジュールやイオン交換樹脂カラムと配管及び制御系の実習 

2015年 2014年 

6ヵ所の透析施設で研修 

水処理プロセスの基本を学ぶ 
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本邦受け入れ 現地調査／指導

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月

JICA事業
(対象国:ﾀｲ)

タイ王国透析技
術ネットワーク
開発における日
本式透析技術普

及事業

【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) 大分大/友先生、

宮崎大/藤元教授、九保大/竹澤教授

【第2回現地調査】

9/8(月)～9/17(水)

大分大/友先生

【第3回現地調査】

1/12(月)～1/24(土)

大分大/友先生、

宮崎大/藤元教授、

九保大/竹澤教授

1. 水の純度調査：サンプリングポイント協議、エンドトキシン測定のノウハウ指導、生菌のコロニーカウント 

2015年 2014年 

2週間×3回のタイ現地調査 

1. 水の純度調査（生菌試験・エンドトキシン検査）チーム 

2. 水の前処理装置（マイクローザ試験機）の設置＆運転チーム 

3. 新病棟及び新透析室の建設計画調査チーム 

4. 透析医療の実態調査（透析及び薬物治療）チーム 

5. 臨床工学技士制度の導入可能性に関する調査チーム 

6. 透析の医療経済分野調査チーム 

調査チーム構成（日本人＋タイ人の当該業務従事者） 
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宮崎県庁にて知事を表敬訪問。 

河野知事より、「日本の技術に関する
トレーニングを積んでほしい」との激励
をいただいた。 

宮崎大学 血液・血管先端医療
学講座 藤元教授が日本の透析
事情を講義。 

古賀総合病院 腎センター 鈴木
技士の説明に聞き入る研修生。 

宮崎江南病院 山田先生が患者
ごとの透析状況を一括管理する
システムを説明。 

盛田内科クリニック 盛田院長が、
南海トラフ地震発生時の市内津
波シミュレーションと災害時透析
支援ネットワークを説明。 

九州保健福祉大学 迫田学長挨
拶と、臨床工学科長の竹澤教授
より「臨床工学技士の意義と教育
プログラム」の講義。 

宮崎県内の主な研修風景 
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松山医院 臨床工学技士の業務を学習 

大分大学 友先生による集中講義 大分大学 RO水と透析液のサンプリング及び検査手法を実習中の研修生 

大分大学 エンドトキシン測定装置と測定準備作業 

研修生代表による発表風景。ワニヤ医師（左）及びクライウィポーン医師（右） 

大分県内の主な研修風景 
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8 ホームセンターで包丁研ぎ器を購入 休日にホテルで浴衣を着た研修生 

九州保健福祉大学 竹澤教授の自宅でガーデンパーティー開催 

多くの猿に囲まれて高崎山観光 

湯布院のジブリの店先で記念撮影 

金鱗湖の横の神社に参拝 

研修の合間のオフショット（おもてなし） 



これまでの成果 

東九州ﾒﾃﾞｨｶﾙﾊﾞﾚｰの大学と現地大学の交流確立（交流協定締結） 
日本の透析技術・製品への理解 
臨床工学技士の有用性の理解 

タイ・タマサート大学に 
「国際医療トレーニングセンター」設立へ 

↓ 
臨床工学技士を育成する人材育成拠点 

建設中のタマサート大学 

トレーニングセンター 

（１フロアがトレーニング 

センターとなる） 
企業の海外展開の拠点へ 
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これまでを振り返って（１／２） 

調査事業から 
実証事業への着実な展開 

・２０１２年度：調査事業→タイをターゲット候補に。 

・以降、ＪＩＣＡ、JETRO、CLAIR事業で実証し、人脈形成。 

外部資金の 
積極的な活用 

・地域の資金だけではとても困難 

・産学官の連携体制があったからこその様々な選択肢 

・長期スパン（数年間）での継続実施が重要 

キーマン同士の 
コネクション形成 

・決定権者へのアクセス 

・タイトップクラスの病院との関係づくりから 

・来県時のホスピタリティも含めての信頼関係醸成 

   →キーマンが次のキーマンを呼ぶ（決定権者） 
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これまでを振り返って（２／２） 

産学官の役割分担とメリットの明確化（有効な連携体制） 

【産】 
血液・血管分野の医療機器を 
扱う大手医療機器メーカー 

【学】 
血液透析・臨床工学分野の 
研究・教育を担う大学 

【官】 
大分県・宮崎県＋延岡市 

役  割 

・高品質の製品・技術の紹介 ・附属病院や一般病院を 

活用した、日本の医療技術
の紹介、研修の実施 
 

・プロジェクト管理 
・全体調整 
・相手国からの安心感 

メリット 

・新たな海外販路の足がかり ・大学の国際化推進 

（海外大学とのネットワーク
強化） 
・留学生増加 

・産業振興 
・雇用創出 
・地域経済活性化 

【地域活性化総合特区という旗印】 地域間の連携／産学官の連携を後押し 
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【宮崎県：県単】東九州ﾒﾃﾞｨｶﾙﾊﾞﾚｰ医工連携ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ事業(H28～) 
○医療関連技術と機器のﾊﾟｯｹｰｼﾞによる産学官海外展開支援（委託事業） 

 医療人材の相互交流 

(H28~29) 

機器開発の取組ＰＲ 

導入可能性調査(H28) 

ﾀﾏｻｰﾄ大学 と 九州保健福祉大学 

ﾌﾟﾘﾝｽ・ｵﾌﾞ・ｿﾝｸﾗ大学 と 宮崎大学 

 ○ 県内大学と海外の大学指導者（ﾀｲを中心とするASEAN諸国の医・工学関係者等）が中核 

 ○ 医療人材育成や現地にて機器開発の取組ＰＲ、導入可能性を調査 
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ご静聴ありがとうございました 


