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Accelerate your business in East Netherlands: 
Digital Health Hotspot
 

East Netherlands is unique as a testbed and development location for innovative medical technology 
companies and has the largest agglomeration of Digital Health companies in the Netherlands. With 
several larger HealthIT companies nearby and a strong cooperation of over 300 businesses, small and 
large healthcare providers, knowledge institutes and investors within the Health Valley network, this 
thriving and still growing ecosystem is the place to be to boost your digital health innovation into Europe. 

Business climate Business support Open & innovative

Health Valley is the largest network in 

the Netherlands that fosters and supports 

technological innovations in health care. 

Health Valley provides a unifying platform 

for universities, care institutions, companies 

and governmental authorities to exchange

information and collaborate in setting up 

innovative projects. 

The international Health Valley Event 

in March each year is the largest Health 

innovation congress in the Netherlands.

Companies
Many of the players in the field of Digital 

Health are active in our region such as, 

Verily, Nedap, Philips HealthSuite, Topicus,

MRDM, NovioSense, Screenpoint Medical, 

Orikami, MindAffect, New Compliance, 

Genalice, Renaltracker, Medangel.

Oost NL is in a strong position to help secure 

new markets for you in Europe, with the 

following partners:

Rockstart Health povides access to the 

healthcare ecosystem, capital, coaching 

and investors for entrepreneurs who are 

looking to change the way things are done in 

healthcare.

Vitavalley an open and independent plat-

form focused on accelerating and scaling up 

innovations.

Briskr founded by partners active in or for 

the Health, Life Sciences and High Tech 

industries. Stimulating entrepreneurship and 

innovation in the Gelderland region.

The Health Innovation Park accelerates 

healthcare innovations and enriches the 

network of its members and partners.

Novel-T supported by 2 universities, helps 

startups, scale-ups, innovative entrepreneurs 

and developments in the Twente region.

Novio Tech Campus Open innovation 

between researchers and entrepreneurs in 

Health & High Tech.

ICT for Brain, Body and Behavior (i3B) cluster 

of high-tech SMEs and knowledge institutes 

with domains in ICT in Health, Food, 

Mobility, Security.

Via joint research programs with the 

Universities of Wageningen (Food), Nijmegen 

(Health) and Twente (Tech) and top-class 

research institutes bring your innovation 

forward e.g. in medtech, rehabilitation, 

prevention, e-health and lab-on-a-chip.

Radboud University & Radboudumc:

• Reshape Innovation Center

University of Twente & Research Centers:

• Digital Society Institute

• TechMed Centre leading innovation hub

Care partners:

• Pluryn/Digital Health Center

• St. Maartenskliniek

• Siza Academy Het Dorp

OnePlanet, New Dutch Innovation Center

A collaboration between imec, Universities 

Radboud, Wageningen and Radboudumc. 

Focus on the development of sustainable 

technologies for food, health & agriculture.

東オランダ：
活気溢れるヘルスエ
コシステム

東オランダでのみ、有資格のヘルスビ
ジネスパートナー、技術、人材、政府支
援の強力で活気溢れる様を伺うことが
できます。

このエコシステムは、EUからの1,100
億ユーロの資金投入により増強さ
れており、貴社のような企業がLife 
Sciences & Health Europeと共に成功
できるよう支援します。

貴社がヘルスバリューチェーンにお
いて活発に事業活動を行っているの
であれば、東オランダはまさに格好の
場所です。

「当社は、その戦略的なロケーション、
大規模なスタートアップ文化、優秀な
医療研究機関、イノベーション重視とい
う理由から欧州の拠点としてオランダ
を選びました。」

Chris Land
Lunit欧州販売担当バイスプレジデント

Health



東オランダで貴社のビジネスを加速化する：
デジタル・ヘルス・ホットスポット
 

東オランダは、革新的な医療技術会社の実績ある開発の地として独自の地位を占め、また、オラ
ンダにおける最大規模のデジタルヘルス企業が集結する地でもあります。数社の大手ヘルスIT企
業が近郊にあり、かつヘルスバレー（Health Valley）ネットワーク内の300社を超える企業、大小の
ヘルスケアプロバイダー、専門機関および投資家が緊密に協力することから、活況を呈し、今なお
成長し続けるこのエコシステムは、貴社の欧州に向けたデジタルヘルスイノベーションを強化す
る上で格好の場といえます。

ビジネス環境
ヘルスバレーは、ヘルスケアにおける技術革
新を育成・支援するオランダ最大のネットワー
クです。ヘルスバレーは、情報交換を行い、革
新的プロジェクトを設定するための、統合プラ
ットフォームを大学、ヘルスケア機関、企業、政
府当局に提供します。

毎年3月に開催される国際的なヘルスバレー
イベントは、オランダ最大のヘルス関連イノベ
ーションが集結する場となっています。

企業
デジタルヘルス分野の企業の多くが当地域に
おいて事業活動を行っています。
そうした企業には、 Verily、 Nedap、Philips 
HealthSuite、 Topicus、 MRDM、 NovioSense、 
Screenpoint Medical、 Orikami、 MindAffect、 
New Compliance、 Genalice、 Renaltracker、 
Medangelなどが挙げられます。

new markets

ビジネス支援
Oost NLは、以下のパートナーとの提携により、
貴社の欧州における新市場確保を支援する上
で強力なポジションにあります。
Rockstart Healthは、ヘルスケアのあり方を変
革しようとする起業家のためにヘルスケアエ
コシステム、資本、コーチング、投資家へのアク
セスを提供します。
Vitavalleyは、イノベーションの加速化とスケ
ールアップに重点を置いた、オープンでかつ
独立したプラットフォームです。
Briskrは、ヘルス、ライフサイエンス、ハイテク
業界で活躍中のパートナーおよびこうした業
界のためのパートナーにより設立されました。
ヘルダーラント地域における起業およびイノ
ベーションを奨励します。
The Health Innovation Parkは、ヘルスケアイ
ノベーションを加速化し、そのメンバーおよび
パートナーの緊密なネットワーク作りに取り組
んでいます。
Novel-Tは、2つの大学により支援され、スター
トアップ、スケールアップ、革新的な起業家、ト
ゥウェンテ地域における開発を支援します。
Novio Tech Campusは、ヘルスとハイテクに
おける研究者と起業家間のオープンイノベー
ションです。
頭脳、身体、行動のICT（i3B）は、ヘルス、食品、
モビリティ、セキュリティにおけるICTの各分
野で活躍するハイテクSMEと専門機関のクラ
スタです。

トップ 
5

Oost NLは東オランダの
経済開発機関です。

オランダへの投資
Oost NLは、Invest In Hollandプロ
グラムのパートナーと緊密に連携
しています。メインパートナーは、
大阪と東京にオフィスがある
オランダ外国投資庁です。

御社の欧州事業確立と成長を成功に
導くため、私たちは資金、ビジネス
ネットワーク、研究パートナーなどの
リソースへのアクセスをご提供いた
します。

お問い合わせ：
東オランダ開発機関（Oost NL）
Laan van Malkenschoten 40
P.O. Box 1026
7301 BG アペルドールン、オランダ

（Apeldoorn, The Netherlands）
電話： +31 (0) 88 667 0100
ウェブサイト：www.oostnl.com

Rik Luimes
Advisor Health, International

Eメール： rik.luimes@oostnl.nl

直通電話： +31 (0) 6 42 47 07 39
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世界でも最もイノベーティブな国々
グローバルイノベーションインデックス

（GLL） 2017-2020

オープンでイノベーティブ

ワーゲニンゲン大学（食品）、ナイメーヘン大学
（ヘルス）、トゥウェンテ大学（ハイテク）および
トップクラスの研究機関が参加する共同研究
プログラムで、貴社のイノベーションを前進さ
せます（例：メドテック、リハビリテーション、プ
リベンション、e-ヘルス、チップ上に集積された
ラボ（lab-on-a-chip））。

ラドバウド大学とラドバウド大学医療センター ：
• 再形成イノベーションセンター
トゥウェンテ大学およびリサーチセンター：
• Digital Society Institute
• TechMed Centre先進的イノベーションハブ
ケアパートナー：
• Pluryn/デジタルヘルスセンター
• St. Maartenskliniek
• Siza Academy Het Dorp

OnePlanet、新しいオランダのイノベーション
センター
Imec、ラドバウド大学、ワーゲニンゲン大学、ラ
ドバウド大学医療センター間の学際的連携で
は、食品、健康、農業の持続可能な技術開発に
重点を置いています。

Oost NL - 欧州ビジネス 
成功へのサポート

70 毎年の新テクノロジース
タートアップの平均数

のスタートアップ


