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次第

～九州拠点関係者キックオフミーティング～

令和3年度AMED 医工連携イノベーション推進事業（地域連携拠点自立化推進事業）
「九州版エコシステム構築に向けた医療機器開発・事業化促進のための広域かつ
包括的な企業群支援・育成の研究」



「作ったけど売れない」を解消
― 流通から考えるディーラードリブン医療機器開発

➢ 医療機器ディーラー・ディストリビューター目線から分
析した「売れる医療機器」の具体的な開発を提案

➢ 販売チャンネルを活用した、最終販売戦略に基づいた製
造コントロールまでサポート

実施すること

➢開発すべき医療機器の企画立案
• ディーラーの情報に基づいた企画
• 眠った特許等の発掘

➢医療機器開発の積極的な介入
➢行き詰まった開発プロジェクトのテコ入れ
➢新規参入企業への自立支援

開発
製造

薬事
申請

流通

HAMIQが支援するこれからの医療機器開発支援

HAMIQに相談を持ち込むと、マネタイズのビジョン、ビジネスモデルの提案を含めた
グランドデザインの構築、外部資金獲得サポート等を二人三脚で実施



医療機器開発案件発掘のための体制構築

これまでのニーズ収集体制に加え、「目利きのディーラー担当者(特派員)」が様々な
ニーズを「ビジネスパーソン」目線で収集、相談対応



案件評価委員

キーワードは“フレキシブル”

委員の入替、基準の見直しを
前提にしたHAMIQが支援す
る案件を選ぶ仕組の構築

ルールを明確に設け、柔軟かつ迅速に「HAMIQが取り扱える」開発案件を選定
HAMIQの手に余る案件は、丁寧に別途支援可能なチームに引き継ぎ交渉

評価基準

キーワードは“身の丈”

HAMIQが取り扱えるかどう
か、HAMIQが取り扱うと、
お互いハッピーになるかど
うかを測る物差し

Explore(仮)

キーワードは“売れるモノ”

ディーラーが「ぜひウチで
取り扱いたい」と思う医療
機器になる未来が想像でき
る案件を発掘

• x年で実用化できるのか
• ディーラー目線で売れるか
• どれぐらい売れるかイメージがすぐ

に湧くか
• どこにどれだけテコ入れすれば改善

するかすぐにコメントを出せるか
• 0からの開発になっていないか
• 支援コストに見合うか
• 面白さ、興味だけで選んでいないか
• セールス対象が明確に浮かぶか
• 担当者を誰にするか明確に言えるか
• ・・・

医療機器開発案件発掘体制を支える3本の柱



• 地域の医療現場のニーズと地域の優れたシーズのマッチング体制の整備、コーディネート体制の強化等を図り、地域
発の医療機器の開発・事業化を支援することにより、地域の特徴や独自性を活かした医療機器開発エコシステムの
基盤となる支援体制を整備し、地域連携拠点が自立的かつ持続的に医療機器の開発・事業化支援ができるように
する。

• 厚労省「次世代医療機器連携拠点整備等事業」の採択拠点との連携を推奨する。また、地方経済産業局は協力
者として必須参画者とする。

（１）地域連携拠点自立化推進事業について

医療機器
製造販売企業

△△大学

□□大学

○○大学

○○病院

△△県医療機器ネット
ワーク

□□県医工連携
推進ネットワーク

△△県医工連
携支援センター

専門分野支援人材

（支援内容例）
・事業化人材や専門分野支援人材によるコンサルタント
・プロトタイプ制作支援
・マッチング支援 ・各種認証等取得支援 など

地域連携拠点の例

事業化人材

事業化人材の主導による、
各自治体・各機関との緊
密な連携

・AMED事業をはじめとした医療機器
開発の公募事業への導出（※）

・広域的な医療機器研究開発体制
の整備

事業化への
ブラッシュアップ

支援期間：２年
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令和3年度採択拠点
①一般財団法人 ふくしま医療機器産業推進機構
②一般社団法人 つくばグローバル・イノベーション推進機構
③公益財団法人 名古屋産業科学研究所（中部TLO）
④大阪商工会議所
⑤一般財団法人 九州オープンイノベーションセンター（HAMIQ）

※医療機器開発の公募事業（医工連携イノベーション
推進事業、サポイン等）について、１地域連携拠点
あたり３件／年の申請を目標とする
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（２）－①九州拠点全体像：課題と事業方向性

• 九州では、九州・沖縄地方成長産業戦略「九州・沖縄Earth 戦略Ⅱ」（令和3年3月改定）において「医療・ヘルス
ケア分野」を戦略分野の一つとして掲げ、九州の産業を目に見える形で変革していくことを目指している。

• 一方、足下では、「作ったけど売れない」という状態に直面しているため、従来の医療機器産業支援を見直し、
開発初期段階から出口を見据えた事業化戦略・グランドデザインを構築できる専門外部人材を活用するとともに、
“売れる視点”での伴走事業化コンサルティングを行い「売れる」医療機器開発を実現することが求められている。

• このため、県域を越え、九州地域に偏在又は不足する機能・必要なプレイヤー（専門支援人材、アカデミア、医療
機関、ものづくり企業、医療機器メーカー、製販、各県・市、各支援機関等）が相互にリソースを補完し、シーム
レスな伴走支援体制を整えることによって九州版エコシステムの構築を目指す。

• 特に九州拠点の特徴として、臨床工学技士及び医療機器ディーラーによる案件発掘・事業化アドバイスも積極的に
取り込む。

Goal

Start

step1

step2

【今後の取組】
■関係機関との協力関係構築を進め､「つなぐ」機能を強化。
各支援機関単体では実現が困難な､あらゆる課題に対応し
たシームレスな支援を実現する。

■ものづくり･技術発の開発志向を脱却し、ゴールから逆算
する「売れる視点」での事業化コンサルティングを行う。

■開発初期段階から課題を先回りする包括的な視点をもち、
出口を見据えた事業化戦略・グランドデザインを構築し、
内外の様々な専門人材を活用して伴走支援を行う。

■医療機器ディーラーの参画によって、持続的に有望開発
案件が生み出される基盤作りと、流通から考えたディー
ラー・ドリブンの事業化支援を行う。

【最終的な目標】
■医療現場から様々なニーズや要望を受けて
いるディーラーの情報を活用し、「売れる
医療機器」の開発につながる支援体制を構
築し、ディーラー・ドリブンの医療機器開
発の土壌を九州エリアに醸成する。

■｢価値観を共有できるパートナー｣を増やし
ていき、様々なプレイヤーが九州を中心に
情報をオープンにつなげ合いイノベーショ
ンを起こしていくカルチャーを定着させる
ことがゴール。

■九州に医療機器関連産業を創出する。

【これまでの取組課題】
■組織内での事業支援完結型のため不得意分
野に対する適切な助言や”つなぎ”ができて
いない

■課題発生の度に対応する場当たり的な支援
■限定的な範囲の連携活動が限定的な支援や
開発分野に留まり、取り組みが形骸化

■出口視点の欠落
- 現場の普遍的なニーズに則していない
- 価格､保険収載､薬事･販売戦略等の甘さ

■ものづくり技術から試作の繰り返し、世の
中には試作品が山積み



• 従前より実施していた九州大学・大分大学等をはじめとする医師や臨床工学技士からの情報をもとにした案件組
成を基軸に、ディーラー情報の活用も組み込むことで｢持続的に｣有望な医療機器開発案件を生み出すための仕組
みを構築する『挑戦的アプローチ』を試みる。

• 購入する・使用する立場の臨床工学技士と、市場に詳しい販売する立場の医療機器ディーラーに、案件の初期段
階からアドバイスを受けられる体制を構築し『”売れる医療機器”開発』につなげる
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ふくおか医療福祉関連機
器開発・実証ネットワーク

宮崎県（商工労働部
企業振興課）

延岡市メディカ
ルタウン推進室

地域連携支援体制（キックオフ当初）

くまもと医工連携
推進ネットワーク

地域連携拠点
事務局 HAMIQ

連携 連携

経済産業省九州経済産業局
（ヘルスケア・バイオ産業課）

麻生 飯塚病院

大分県医療ロボット・
機器産業協議会

九州大学

大分大学

九州大学 先端医療オープ
ンイノベーションセンター
（AMED｢革新的医療技
術創出拠点｣）

大分大学医学部附属
臨床医工学センター
（「次世代医療機器連
携拠点整備等事業」採
択拠点）

連携

長崎大学

九州工業大学

（２）－②九州拠点全体像：ALL九州・シームレスな支援体制

＋専門分野支援チーム

【医療機器ディーラー】
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流通から考える｢ディーラードリブン｣型の医療機器開発・事業化支援

ディーラーが参画する体制イメージ 医療機器開発案件の発掘体制

HAMIQは集約した情報を
元に支援する案件を評価

出所）Medtech Links、HAMIQ資料

（流通）（開発・製造）

事業化に向けた各プレーヤーの立ち位置

開発案件の発掘プロセス

HAMIQ

大学病院1病院1 ・・・ ・・・

特派員1 特派員2 ・・・

ニーズ
情報
相談
etc…

大学病院2 ｱｶﾃﾞﾐｱ1・・・ ・・・ ・・・

特派員が吸い上げてきた情報をHAMIQに集約

（２）－③九州拠点全体像：ディーラー構想
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九州拠点の取り組み
（ＡＭＥＤ医工連携イノベーション事業）

（１）事業化コンサルティング

• 有望な医療機器開発プロジェクトの発掘・案件組成し、案

件評価委員会にてスクリーニングの上、初期段階から出口

を見据えた事業化コンサルティングを実施。案件発掘チー

ムとコンサルティングチームに分けて活動。毎月１回関係

者を集めての定例ミーティングを行う。案件発掘チームよ

り、支援候補案件を提示し、評価委員会として検討の上、

集中支援案件を選定し、コンサルティングチームが伴走型

コンサルティングを実施する。

• 特に臨床工学技士及びディーラーからの発掘・コンサル

ティングも積極的に推進する。

（２）医療機器開発情報拠点化（医療現場情報発信、

販売プロモーション）

• 医療機器開発に係る情報のワンストップ化を進め、

令和３年度はコンテンツの拡充

令和４年度はバーチャルでの展示会・マッチング等プラッ

トフォーム提供

を行い、医工連携DXを推進の上、医療機器開発情報拠点

化を図る。

＜コンテンツイメージ＞

（３）－①事業詳細・進め方：事業内容
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【案件発掘・組成】
・①アカデミア等、②自治体・支援機関等、③ディーラー等それぞれを起点
に担当マネージャーと担当専門分野支援人材・支援機関が日々コミュニ
ケーションを図り、開発案件を発掘・組成。

【案件評価】
・担当マネージャーがエントリーシートを作成し、案件評価委員会にかける。
案件評価委員会は概ね毎月・月末に１回開催を予定。

・評価チェックシートに基づき評価し、公募申請の可能性がある重点支援案
件・スポット支援案件・支援不要案件に分類。

【コンサルティング】
・担当マネージャーが支援計画を策定。どの専門分野支援人材が参加するか
も確定。

・重点支援案件は、概ね月１回専門家チームでコンサルティングを実施。
・スポット支援案件は、必要に応じたタイミングで数回コンサルティングを
実施。

・試作や製品評価支援が必要な場合は事務局へ要相談。

（３）－②事業詳細・進め方：事業化コンサルティング事業の進め方


