Germany / NRW MedTec and Healthcare Links
ドイツ・NRW州 医療技術・ヘルスケア関連リンク集
NRW州
www.nrw.co.jp 株式会社エヌ・エール・ダブリュージャパン
www.nrwinvest.com NRW.INVEST社
www.wirtschaft.nrw.de NRW州経済エネルギー省
www.wissenschaft.nrw.de NRW州科学省
www.lzg.gc.nrw.de NRW州保健センター
www.mt-nrw.de NRW州医療技術クラスター
www.medlife-ev.de/de/gmbh アーヘン地域クラスター MedLife
www.gesundheitsregionaachen.eu/en ヘルスケア地域アーヘン
www.health-region.de ヘルスケア地域ケルン／ボン協会
www.medeconruhr.de ルール地域MedEcon協会
www.gc-bo.de/en ヘルスケア地域ボーフム
www.gewi-muensterland.de/de ヘルスケア地域ミュンスター
www.gesundheitswirtschaft.net ヘルスケア地域南ヴェストファーレン
ドイツ連邦
www.bundesgesundheitsministerium.de ドイツ連邦保健省
www.bmbf.de/en ドイツ連邦教育研究省
www.bvmed.de 連邦医療技術連合会
www.spectaris.de/english.html ドイツハイテク工業連盟（医療技術系）
NRW州の大学
www.rwth-aachen.de アーヘン工科大学
www.ruhr-uni-bochum.de ボーフム大学
www.w-hs.de ヴェストファーレン専門大学
www.uni-muenster.de/en ミュンスター大学
www.uniklinikum-essen.de エッセン大学病院
www.gc.nrw.de NRWヘルスケア・キャンパス
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NRW.INVEST GmbH
ドイツ NRW州経済振興公社
www.nrwinvest.com
お問い合わせ先
NRW Japan K.K.
株式会社エヌ・アール・ダブリュージャパン
（ドイツ NRW州 日本代表事務所）
〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町4-1
ニューオータニガーデンコート7階
電話番号: 03-5210-2300
ファックス: 03-5210-2800
メールアドレス: contact@nrw.co.jp
www.nrw.co.jp
表紙写真: @Messe Düsseldorf GmbH

NRW州の研究機関
www.fz-juelich.de/portal/EN ユーリッヒ研究所
www.dzne.de/en ドイツ神経変性疾患センター
www.caesar.de 欧州先端領域研究センター
www.hahn-institute.de Erwin L. Hahn研究所 (7T MRI)
www.uni-muenster.de/EIMI ミュンスター大学欧州分子イメージング研究所
www.ame.hia.rwth-aachen.de アーヘン工科大学応用メディカルエンジニアリング
（AME）研究所
campus.uni-muenster.de/zmbe/zentrum-fuer-molekularbiologie-der-entzuendung-zmbe/ ミュンスター大学幹細胞研究所
www.ime.fraunhofer.de/en.html フラウンホーファー研究所 (IME)
www.ims.fraunhofer.de/en フラウンホーファー研究所 (IMS)
www.zbmed.de/en/home.html ライプニッツ学術連合研究所 (ZBMED)
www.ditg.de/en/ ドイツ遠隔医療・健康促進センター
www.vkkd-kliniken.de/zentreninstitute/gesundheits_und_therapie_centrum/westdeutsches_diabetes_und_gesundheitszentrum_wdgz/japandesk/
西独糖尿病・健康センター（日本語サイト）
NRW州の企業
www.innotom.com/home ITP社
www.phenox.info Phenox社
www.visus.com VISUS社
www.mecora.de/en/Home/Home-en.html MECORA社
www.bytecmed.com/en BYTEC med社
www.ccr-deutschland.de/en/ サイバーダインケアロボティクス社
見本市
medica.messe-dus.co.jp 国際医療機器展
compamed.messe-dus.co.jp 国際医療機器部品展
rehacare.messe-dus.co.jp 国際リハビリテーション・福祉・介護機材展

Fact Sheet
ファクトシート
Medical Technology and Healthcare
The German State of North Rhine-Westphalia (NRW)
ドイツ ノルトライン・ヴェストファーレン(NRW)州
医療技術・ヘルスケア産業

ドイツNRW州 – 欧州経済の中心地

NRW州の医療技術・ヘルスケアクラスター

NRW州の大学・研究機関
バイオメディシンセンター

医療科学グレーネ
マイヤー・クリニック

バイオメディカル
サイエンスパーク

ボーフム大学
NRWヘルスケア・キャンパス
医用工学課程
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NRW州の医療技術・ヘルスケア産業地域

高度に発達している医療技術・ヘルスケアインフラが抜群
のR&Dおよびビジネス環境と融合
アーヘン
ケルン／ボン
ルール地域
ミュンスター
南ヴェストファーレン
東ヴェストファーレン／
リッペ

NRW州内の各地域に拠点を持つ医療技術関連運営組織とクラスター
マネジメントがコンソーシアムを形成。
コンソーシアムの責任者はクラス
ターマネージャー。
医療技術、
メディカルサイエンスを中心にマネージメント

•

NRW州の医療技術・ヘルスケア産業

医療・ヘルスケア産業の就業者：約100万人
病院：352 ベッド：14万637床 予防・リハビリ施設：145
医療技術分野は多数の中小企業が推進役を担っているのが特徴。
NRW州に拠点を置く大手企業は、3Mスリーエム・メディカ社、
ブラッ
セラー社、
メドトロニック社、
およびザルスタット社など。製薬分野で
は、157社が拠点を構え、1万6514人を雇用。売上高は35億ユーロ超。
中でもバイエルヘルスケア社、
ヤンセン・シラグ社およびユーシービー・
ファーマ社 (UCB)の最大手3社の就業者数はそれぞれ1000人以上に
も及ぶ。

•

•

臨床研究センター

ヘルスケア· キャンパス in NRW

医療技術クラスターNRW
トラック一日の走行距離内に 1億5000 万人の消費者が住んでいます。

医学部

•

NRW州の医療技術・ヘルスケア研究機関

•6つの大学附属病院、70の研修病院
•7つの大学医学部 (650人の教授および3万6000人の学生が医学部
や歯学部、
また健康科学部に在籍)
•大学の工学・自然科学研究所／専門大学の研究所
•5つのライプニッツ研究所
•9つのフラウンホーファー研究所
•5つのマックスプランク研究所

センターオブエクセレンス(COE)

•DZNE (ドイツ神経変性疾患センター)
•Erwin L. Hahn研究所 (7T MRI)
•EIMI (欧州分子イメージング研究所)
•AME (応用メディカルエンジニアリング)

インプラント、
バイオマテリアル、
イメージング技術、最低侵襲性手術、
整形外科技術、
メディカルITなどが重点を置く研究テーマ。

•医療R＆D、教育、保健行政など、9つの医療関連機関が設立
される
•医療専門単科大学の設立で、約500人が雇用されている

NRW州の大学における研究テーマ例
アーヘン工科大学（RWTH）- 応用メディカルエンジニアリング
（AME）研究所

•ティッシュエンジニアリング
•心臓血管テクノロジー
•リハビリおよび予防（ロボット）
•腫瘍学
•実験医学および免疫治療
•生物物理学教育およびエンジニアリング

AMEで開発された人工
心臓 “ReinHeart”(ラ
インハート)は、
リニア駆
動で完全インプラントの
ミニチュア人工心臓

ボーフム大学(RUB)- メディカルテクノロジー

•分子イメージング（超音波造影剤）
•標的ドラッグデリバリー（ソノポレーション）
•超音波R＆Dプロジェクト用ラボ
•10のクリニックを有すボーフム大学病院

NRW州の進出日系企業例（医療技術）

デジタルX線撮影
•キヤノン
日立
超音波、
MRT、CT、光トポグラフィー
•
CT、MRI、超音波、X線
•東芝
•島津製作所	血管造影、蛍光透視診断、モバイルX線、
X線撮影
オリンパス
メディカルシステム、
エンドスコープ
•
•CYBERDYNE	障害者、病人および高齢者用のロボット
スーツ

